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１．平成２８年度 釧路市「市民後見人養成講座」のご案内 

【市民後見人とは…？】 

 一般市民が後見人等となり、その人らしい生活が送れるように、本人に代わり金銭管理、各種料金

支払いや契約の代理等を行います。釧路市権利擁護成年後見センターの支援のもと、家庭裁判所から

の選任を受けて活動します。成年後見人の新たな担い手として活躍が期待されています。釧路市では

現在(平成２８年４月末)、４８件の案件につき６１名の市民後見人が活躍しています。 

当センターでは今年度も釧路市「市民後見人養成講座」を下記の日程で開催いたします。市民後見

人として活動してみたい方、市民後見人について学びを深めたい方は是非ご参加ください！ 

 

■会 場：釧路市交流プラザさいわい  

■日 時：平成２８年７月７日(木)～１０月２０日(木)までの全９講他 

■内 容：講義、グループワーク、レポート課題、福祉施設体験実習等 

■参加費：無 料 

■対 象：釧路市民 ５０名程度(市民後見人として活動する意欲のある２５歳～７４歳の方) 

■申 込：申込書に記入いただきますので、まずは下記連絡先までご連絡ください。 

申込の期限は平成２８年７月５日(火)です。 

■連絡先：釧路市権利擁護成年後見センター ０１５４(２４)１２０１ 

 

 

 

私たちは地域社会の中で支えあうために『ノーマライゼーション及びソーシャル・インクルージョン』の理

念の普及啓発を実現すべく、今年も市民のみなさんが主体となって創りあげる「釧路市ふれあい広場“2016”」

を６月２５日(土)・２６日(日)の２日間に渡り、釧路市観光国際交流センターを会場に開催いたします。現在、

多くのボランティアが参加し、皆さんに楽しんでいただけるよう準備を進めております。当日はたくさんの

方々のご参加をお待ちしております。 

 

【６月２５日(土)】 

■ふれあい広場講演会 １６：００～１７：３０ 

○講 師：金澤 泰子 氏（書家） 

○テーマ：ダウン症の娘(こ)と共に生きて 

○参加費：５００円 

■ふれあいビールパーティー １８：００～１９：３０ 

○お楽しみ抽選会（日本製紙クレインズ選手による抽選会も実施予定） 

○参加費：１，５００円 

 

【６月２６日(日)】 

■市民ふれあい広場 １０：００～１４：００ 

◇演芸の広場 ◇遊学の広場 ◇食の広場 ◇アピールの広場 ◇フィランソロピーの広場 ◇前庭企画 

■ 連絡先：地域福祉課地域福祉推進係０１５４（２４）１７４２ 
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釧路市旭町 12-3 釧路市総合福祉センター内 

(代表)0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

釧路市阿寒町中央 1-7-12 阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 

0154(66)4200・FAX0154(66)4300 

釧路市音別町本町 3-50 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

１．平成 28年度 釧路市「市民後見人養成講座」 

平成 28年 6月号 

２．釧路市ふれあい広場“2016” 
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子育て世帯が食事や映画鑑賞などのリフレッシュを目的として、無料で託児を利用することができます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。 

 【対  象】生後６ヶ月から就学前児童の子どものいる全ての子育て世帯 

 【利用回数】１世帯当たり年１回（平成２８年４月１日～平成２９年３月末まで） 

 【利用時間】５時間まで（子ども１人の場合） 

  ※預ける人数によって利用時間は変わります。 

  ※利用時間を超えての利用、食事などの費用が発生する場合は自己負担となります。 

※利用には会員登録が必要です。 

■集団託児の実施 

 ６月より、毎月第３土曜日（午前１０時～午後５時まで）集団託児を実施します（８月・１月を除く）。 

 利用ご希望の方は１週間前までにお申し込みください。 

【託児場所】釧路市総合福祉センター ３Ｆ和室（釧路市旭町１２番３号） 

■事業説明会の実施（登録も可能） 

【日  時】①平成２８年６月１５日（水）１０：３０～１１：３０ 

      ②平成２８年６月２９日（水）１０：３０～１１：３０ 

【場  所】①釧路市総合福祉センター ３Ｆ和室（釧路市旭町１２番３号） 

      ②コアかがやき ２Ｆ和室（釧路市愛国１９１番地５５１１） 

 ※無料託児もあります。ご参加の場合は１週間前までお申込みください。 

 【お問合せ・お申込み先】子育てサポートセンターすくすく ０１５４－２３－２５５２ 

 

 

 

 

■日 時：７月１８日（月/祝）９：３０スタート 

■コース：釧路市民陸上競技場～美原・芦野地区市道 

■距 離：２ｋｍ・８ｋｍ・ハーフマラソン 

オープン競技＝ショートコース３００ｍ 

※健常者は２ｋｍのみ参加できます。 
 

＜コース係員ボランティアを募集しています＞ 
■活動内容：コース係員として、 

①コースの設営（セフティコーンの設置など） 

②沿道での応援（選手が安全に走れるよう沿道で応援しながら交通安全の確認をします） 

■そ の 他：①ボランティア説明会を７月１２日（火）に予定しています。 

       ②ボランティアの申込みにつきましては、ボランティアセンター釧路（℡：２４－１６４８） 

        までご連絡お願いします。 

 

 

 
 

 

 

福祉諸団体の社会参加と地域住民が世代を超えて交流する機会づくり、ノーマ

ライゼーション思想の普及啓発を目的とした「第４５回福祉団体合同大運動会」

を下記の日程により開催いたします。阿寒地区の老人クラブや身障会・難病会な

どの福祉団体の皆さん、子育てサポートセンターすくすくの会員親子も参加し、

競技や懇親会をとおして親睦と交流を図ります。 

■ 開催日時：６月１２日（日）9:30～13:30 

■ 会  場：釧路市阿寒町スポーツセンター（競技会場） 

釧路市阿寒町公民館・大ホール（懇親会場） 

 

 

５．第４５回福祉団体合同大運動会開催のお知らせ！ 

４．「第３１回釧路湿原全国車いすマラソン大会」が開催されます 

▲ 昨年度の様子 

３．「釧路市子育て世帯応援リフレッシュ事業」のお知らせ 
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 「ボランティア・サポート・プログラム」の一環として、音別市街地に面

した「北のビーナスＲ３８号線沿い」の花壇整備を行います。この活動は音

別町ボランティア連絡協議会を中心に地域の皆様にご協力いただき歩道植樹

帯の植栽、清掃活動を実施するものです。今年度も美しい花壇をつくってい

きます。 

 

 実施期間：６月～１０月 毎月最終水曜日 ９：００～ 

 内  容：国道花壇の土おこし・花植え・草取り等 

 

 
 

 
 

先月のＡ助成(全道・広域使途計画助成)決定報告に続いて、今月はＢ助成(市町村地域使途計画助成)の決定内容

を報告します。申請した 57件、総額 8,497,035円すべての助成が決定しました。 

（前年度は、56 件・総額 8,697,260 円） 
 

【◎釧路地区／36 件・5,948,353 円】・【■阿寒地区／14 件・1,994,825 円】・【◇音別地区／7 件・553,857 円】 

 

ボランティア支援                    ９６５千円 
◎釧路市ボランティア連絡協議会 

【釧路市ボランティア連絡協議会運営事業】⇒320 千円 

◎<社協・釧> ボランティア団体活動支援事業 82 千円 

◎<社協・釧> ボランティアセンター活動基盤整備事業 173 千円 

◎<社協・釧> 社協活動推進協力費 370 千円 

■ダルマ奉仕部会【奉仕作業活動の実施】⇒20 千円 
 

 
 

 

学習・研修及びボランティアのための講座     ８８６千円 
◎オアシス【オアシス夏の研修】⇒50 千円 

◎ (一社)さわやか釧路【スキルアップ研修事業】⇒50 千円 

◎<社協・釧> 地域ふくし講座開催事業 35 千円 

◎<社協・釧> ボランティア研修派遣事業 101 千円 

■阿寒町手をつなぐ育成会【研修会、交流会等の実施】⇒20 千円 

■阿寒町ボランティア団体連絡協議会 

【リーダー研修交流会の実施】⇒55 千円 

■阿寒町難病者友の会【会員研修交流会の実施】⇒15 千円 

■後見ネットワーク阿寒【スキルアップ事業】⇒30 千円 

■<社協・阿> 住民研究集会 250 千円 

■<社協・阿> 福祉研修会参加促進 200 千円 

◇<社協・音> 老人クラブ連合会育成事業 80 千円 
 

 

福祉情報を伝える                 １，４０５千円 
◎釧路市連合町内会【広報紙「連町通信」発行】⇒240 千円 

◎(一財)北海道難病連釧路支部【機関紙発行事業】⇒50 千円 

◎<社協・釧> 「くしろ市社協だより」作成・発行事業 759 千円 

◎<社協・釧> 「釧路市社会福祉協議会事業概要」作成・啓発事業 76 千円 

■<社協・阿> 福祉だよりの発行 220 千円 

◇<社協・音> 広報活動推進事業 30 千円 

◇<社協・音> 身体障がい児・者福祉活動啓発助成事業 30 千円 
 

 

三世代交流                     １，２３７千円 
◎<社協・釧> 釧路市ふれあい広場開催事業 847 千円 

■阿寒町老人クラブ連合会【三世代交流事業】⇒70 千円 

■<社協・阿> 阿寒町ふれあい広場 110 千円 

◇<社協・音> 音別町ふれあい広場 210 千円 
 

 

こどもの交流の場                          ２０７千円 

◎釧路市女性団体連絡協議会 

【釧路市おもちゃライブラリー運営事業】⇒160 千円 

◎釧路市子ども会育成連合会【地域の子供達を健全育成する事業】⇒47 千円 
 

 

地域福祉・地域サロン・健康づくり             ８７０千円 

◎釧路市老人クラブ連合会【健康をすすめる運動普及事業】⇒80 千円 

◎わたぼうしの家【地域食堂による地域づくり事業】⇒80 千円 

◎桜ヶ岡ひぶなクラブ 

【地域住民がだれでもできるスポーツ吹矢事業】⇒50 千円 

◎<社協・釧> ふれあい・いきいきサロン活動普及事業 70 千円 

◎<社協・釧> 地区社協活動支援事業 110 千円 

■<社協・阿> 小地域ネットワーク事業 400 千円 

◇<社協・音> 小地域ネットワーク推進事業 80 千円 
 

 

イベント開催                              ３７５千円 

◎釧路市母子寡婦会【ふれあい母子寡婦・父子の集い開催事業】⇒80 千円 

■釧路身体障害者福祉協会阿寒町分会【「障害者の日」の集いの開催】⇒20 千円 

■<社協・阿> 福祉団体合同運動会 275 千円 
 

 

学童保育                             ３５３千円 
◎<社協・釧> 児童館・児童センター母親クラブ活動支援事業 293 千円 

◇<社協・音> 地域児童育成事業 60 千円 
 

 

ＤＶシェルター                          １６０千円 
◎駆け込みシェルター釧路【ステップサポート事業】⇒160 千円 

 

 

子育て支援                            ２３２千円 
◎北海道小鳩会釧路分会 

【ダウン症児・者(知的障害)と保護者の会開催】⇒50 千円 

◎<社協・釧> 早期発達支援事業(ポニーの教室)182 千円 
 

 

緊急時対策                           １５０千円 
◎オフィスきらり【避難用組立式リヤカー購入】⇒50 千円 

◎<社協・釧> 緊急連絡カード推進事業 100 千円 
 

 

障がい者が働く作業所の支援                ４３７千円 
◎サン・フラワー【折りたたみ椅子 10 脚購入】⇒50 千円 

◎すてっぷ【ジャム作り用鍋購入】⇒38 千円 

◎すてっぷとっとり【作業用テーブル購入】⇒50 千円 

◎釧路リカバリーセンターすく楽夢【ミシン購入】⇒49 千円 

◎こぶし作業所【セラミックヒーター購入】⇒50 千円 

◎島屋ゴマサーカス【イベント用発電機購入】⇒50 千円 

◎くしろわんこ【店舗用テーブル購入】⇒50 千円 

◎くしろぱんや【業務用掃除機購入】⇒50 千円 

◎くしろ夕日カフェ【パソコン１台購入】⇒50 千円 
 

募金推進管理経費（共同募金運動の推進に使われる経費）◎釧路地区委員会 846 千円 ■阿寒地区委員会 310 千円 ◇音別地区委員会 64 千円 

 

６．国道美化活動がはじまります！ 
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勘定科目 予算額 A 決算額 B 差異 A-B 

①事業活動収入 666,721,000 674,104,308 △7,383,308 

②事業活動支出 686,037,000 667,905,242 18,131,758 
③事業活動資金収支差額 

①-② 
△19,316,000 6,199,066 △25,515,066 

④施設整備等収入 0 0 0 

⑤施設整備等支出 0 0 0 
⑥施設整備資金収支差額 

④-⑤ 
0 0 0 

 

 

単位：円 

勘定科目 予算額 A 決算額 B 差異 A-B 

⑦その他の活動収入 15,110,000 6,417,179 8,692,821 

⑧その他の活動支出 300,000 932,988 △632,988 
⑨その他の活動資金収支差額 

⑦-⑧ 
14,810,000 5,484,191 9,325,809 

⑩当期資金収支差額合計 

③+⑥+⑨ 
△4,506,000 11,683,257 △16,189,257 

⑪前期末支払資金残高 4,805,000 60,020,393 △55,215,393 

⑫当期末支払資金残高 

⑩+⑪ 

299,000 71,703,650 △71,404,650 

 

 

 

 

全市普及を目指して重点事業として進める緊

急連絡カード推進事業“安心バトン”の普及状況

は表のとおりです。今後実施を検討している町内

会がありましたら、事業の取り組み方などについ

て担当者より詳しくご説明をさせていただきま

す。来所でのご相談も随時受け付けておりますの

で、ご検討・ご連絡よろしくお願いします。 
 

※釧路地区では、右記に加え地区連・市連町未加入の１１

町内会で実施。総体で３９１町内会での実施となってい

ます。 

（実績：平成２８年５月２０日現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 ９７ ７１ ７３％ 

東部北 １０８ ７７ ７１％ 

中部南 ９７ ６７ ６９％ 

中部北 ６９ ４９ ７１％ 

西 部 ８２ ６４ ７８％ 

小 計（釧路地区） ４５３ ３２８ ７２％ 

阿 寒 ３６ ３４ ９４％ 

音 別 １８ １８ １００％ 

合 計（全市） ５０７ ３８０ ７５％ 
 

 

■ 連絡先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

愛情銀行からのお願い 

(釧路地区) 
当事業は使用しなくなった介護用ベッド

などをご寄贈いただき、必要とする方に

給付する仕組みです。現在、在庫が不足

している状況ですので、お譲りいただけ

る方はご連絡お願いします。なお、状態

によりお預かり出来ないものもあります

ので、あらかじめご了承ください。 

ボランティアセンター釧路 

0154(24)1648 

生活福祉資金貸付事業 

担当者からのお願い 
貸付ケースを担当されている民生委員さ

んで、償還が困難なケースや転居などの

動き等でお気づきの点がございましたら

事務局までご連絡願います。また、こち

らからの情報で間違いなどがありました

らお知らせ願います。 

 

生活支援係 0154(24)1742 

10．掲 示 板 

子育てサポートセンター・ 

すくすくのご紹介 
「子育ての援助を受けたい方」と「育児

の援助を行いたい方」が会員となり、お

互いが地域の中でたすけあいながら子育

てをする会員制の相互援助活動です。ご

利用・活動を希望される方は各所の担当

へご連絡下さい。 

●釧路 0154(23)2552 

●阿寒 0154(66)4200 

●音別 01547(6)2941 

～ホームヘルパー募集中～ 
⇒勤務時間／8 時～18 時までの間の 

2～5 時間 

⇒勤務日数／1 週間 5 日程度 

⇒賃  金／1 時間 1,110 円～（通勤手当

別途支給・経験年数に伴う

昇給あり） 

⇒身  分／定時職員（パートタイマー） 

※詳細については下記へお問い合わせく

ださい。 

在宅福祉課 0154(24)1595 

 

夜間対応型訪問介護事業のご紹介 
サービスの組み合わせにより 24時間対応

可能。ボタン 1 つで連絡できる安心の訪

問介護サービスです。万が一の転倒時も

ヘルパーがご自宅に訪問します。要介護 1

～5 と認定された方がご利用できます。 

 

基本料金：1,728 円（1 ヶ月あたり） 

※詳細については下記へお問い合わせく

ださい。 

在宅福祉課 0154(24)1595 

デイサービス介助員募集 
⇒勤務時間／9時 20～17時 30までの間の 

4～7 時間（勤務表による） 

⇒勤務日数／1 週間 3～4 日程度 

⇒休業日／日曜日・年末年始 12/31～1/5 

⇒賃  金／1 時間 880 円（通勤手当別途

支給） 

⇒身  分／定時職員（パートタイマー） 

※詳細については下記へお問い合わせく

ださい 

在宅福祉課 0154(24)1595 


