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大町町社会福祉協議会は大町町総合福祉保健センター（美郷）の中にあります

● お知らせ　infomation  ●

第53号
2015年 3月

「お困りごと」相談に応じます

ゴミ出し・お買い物・高いところの荷物の出し入れ等・・・
ちょっとご近所には頼みにくいこと、ありませんか ?

町内の独り暮らしの高齢者・高齢者のみ世帯

〜この事業は「佐賀県社会福祉協議会地域福祉活動活性化メニュー事業」の助成金を受けて実施します〜

大町町社会福祉協議会でお買い求めください。
大町町大町5000番地（大町町総合福祉保健センター美郷内）

℡0952-71-3001

説明とお届けに
伺います!

チケットは 100円券 ×10枚綴りで1,000円です

※危険な作業は
　除きます

玄関までの
粗大ゴミ移動

（ステッカー代は別費用）

600 円
（2人分）

  ☎0952-71-3001
室内の

電球取り替え
100円
（電球は依頼者負担）

町内での

お買い物
代行
200円

ボタン付等の
簡易な裁縫 200円

高い所の

荷物の
出し入れ
300円 庭掃除

500円

換気扇掃除
（１時間程度の軽作業）

500円

例えば…

（草取りを除く１時間程度の軽作業）

（30分程度の軽作業）

浴槽の清掃
200円

まずは 大町町社会福祉協議会 へお電話を !!

チケット【100円券・10枚綴り】で解決できます！

利 用 対 象 者

町指定場所への

ゴミ出し
100円

「第７回おおまち福祉のつどい」へ
たくさんの御来場ありがとうございました。
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（31地区・2,430戸）

法人会費
（69件）

内 訳

1,608,000円1,608,000円
皆様のご協力ありがとうございました1,215,000円

393,000円
個別会費 合計

平成 26 年度 社 協 会 費 結 果 報 告

  社会福祉協議会では、子どもからお年寄りま
で、障がいのある方も誰もが安心して暮らせる
まちづくりをめざし、地域に根ざした福祉事業
を行っていきます。
　本年度も皆様からの多くのご賛同・ご協力を
いただきありがとうございました。

地区名 事 業 所 名 金　 額 地区名 事 業 所 名 金　 額

畑ヶ田 佐賀県農業協同組合統括支所 10,000円 泉　町 ㈲杵島医設 10,000円

〃 ㈱佐賀みどり葬祭 杵島営業所 5,000円 寿　町 武雄ガス㈱大町営業所 2,000円

上大町 大翔開発㈱ 5,000円 本　通 コープさが生協大町店 5,000円

〃 深川亭 3,000円 〃 ㈲ことぶきや 2,000円

〃 山口建設㈱ 5,000円 〃 ㈲古場菓子店 2,000円

〃 ㈲喰道楽大町店 3,000円 〃 ㈲坂本薬局 2,000円

〃 ㈲松永電器店 2,000円 恵比須町 トミーパン 3,000円

〃 大町町仏教会 (長徳寺) 10,000円 〃 九州住電精密㈱ 20,000円

〃 新緑園 3,000円 〃 ㈱佐賀銀行大町支店 3,000円

〃 ㈲富士瓦商店 3,000円 〃 九州ひぜん信用金庫大町支店 3,000円

本　町 大町八幡神社 3,000円 〃 住友建機販売㈱ 2,000円

〃 テクニカルオート田代 3,000円 〃 戸原医院 10,000円

下大町 ㈲若楠電設 5,000円 〃 岸川歯科医院 5,000円

〃 ㈲山下建設 5,000円 〃 ㈲久本電器商会 2,000円

小　通 ㈲エイコー 5,000円 〃 諸石酒店 3,000円

道金町 小木精肉店 2,000円 〃 (医)小川内歯科医院 5,000円

〃 ㈲保険のヤマト 5,000円 〃 日立金属株式会社佐賀工場 10,000円

寺　口 ㈲小林商店 2,000円 大黒町 大町福母八幡神社(※福母八幡宮) 5,000円

〃 坂本内科医院 10,000円 〃 大町町商工会 3,000円

〃 みぞぐち花店 5,000円 〃 ㈲川原電器商会 3,000円

新　町 (医)小笠原歯科医院 5,000円 〃 前田建設工業㈱ 5,000円

〃 山小屋ラーメン大町店 2,000円 〃 森永写真館 2,000円

〃 ㈱ふじや 5,000円 〃 山下鮮魚店 2,000円

〃 ㈲安全石油 5,000円 下　潟 ㈲大町自動車学校 10,000円

栄　町 ㈲吉岡酒店 2,000円 〃 ㈲牛島建設 3,000円

磯路町 住ノ江海陸運輸㈱ 5,000円 〃 ㈱元山クレーン 3,000円

〃 扶桑建設㈱ 5,000円

地区名 事 業 所 名 金　 額 地区名 事 業 所 名 金　 額

〃 順天堂病院 30,000円 〃 セブンイレブン肥前大町店 3,000円

中　島 ㈲原田衛生社 10,000円 〃 山志田 2,000円

〃 ㈱佐賀鉄工所 10,000円 高砂町 聖仁会すみれ園 10,000円

〃 ㈱内田建設 3,000円 高砂町 ㈲大町環境整備 5,000円

〃 内田自動車整備工場㈱ 3,000円 〃 祐徳温泉㈱大町支店 50,000円

中　島 ㈲緒方建設 3,000円 中　島 アルファーホーム㈱ 10,000円

〃 ㈲池田鉄工所 2,000円 寺　口 溝上薬局大町店 1,000円

〃 フタミ綜合開発㈱ 2,000円 恵比須町 ひじりの里 3,000円

地 区 名 金 　 額 地 区 名 金 　 額

畑　ヶ　田 30,000円 花　宮　町 20,000円

上　大　町 41,500円 泉　　　町 44,000円

本　　　町 34,000円 寿　　　町 37,000円

不　動　寺 10,000円 昭　和　通 30,000円

神　　　山 27,000円 本　　　通 22,500円

下　大　町 41,500円 宮　浦　町 55,000円

小　　　通 13,000円 恵 比 須 町 56,000円

道　金　町 55,000円 港　　　町 7,000円

杉　　　谷 20,500円 大　黒　町 42,000円

寺　　　口 97,500円 下　　　潟 33,500円

新　　　町 17,500円 中　　　島 119,000円

旭　　　町 44,500円 千　　　場 35,000円

栄　　　町 61,000円 高　砂　町 82,500円

磯　路　町 17,500円 京　ノ　尾 26,000円

大　谷　口 20,000円 浦　川　内 45,000円

中　　　通 30,000円

〈戸別会費〉(一世帯あたり500円)

〈法人会費〉 ( 敬称略 )
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972,400円

191,000円

9,880円

166,300円

9,728円

972,400円

191,000円

9,880円

166,300円

9,728円

地域福祉推進員（区長）さんの協力で、
町民の皆様から募金をいただきました。

町内事業所の皆様からご協力をいただき
ました。

町内の店頭にキャラクター募金箱を設置
して、募金にご協力いただきました。

県産品資材､バッジ､ボールペン等を購入
いただき､募金にご協力いただきました｡

ひじり学園小学部 6,612円。
佐賀県立杵島商業高校 3,116円。

戸別募金

企業募金

資材募金

学校募金

店頭募金
そ の 他
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戸別募金（1世帯あたり200円）

募金総額 492,000円

募金総額 1,349,308円

今年も町民のみなさまのご協力によりたくさんの
募金が集まりました。ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました！

歳末たすけあい運動 赤い羽根共同募金
平成

26年度 
平成

26年度 

共同募金運動の一環として全国一斉に12
月1日〜31日までの期間実施されます。今
年のスローガンは昨年に引き続き「みんな
でささえあうあったかい地域づくり」とし
て全国的に展開されました。大町町社会福
祉協議会ではクリスマス会・歳末会食会に
配分されました。

毎年10月1日から共同募金運動が始まりま
す。共同募金には10月1日から始まる赤い羽
根共同募金と､12月1日から始まる歳末たすけ
あい募金があります。お寄せ頂いた募金は､県
内の社会福祉団体､施設､ボランティア団体､社
会福祉協議会等に配分されています。大町町
社会福祉協議会では､広報誌､ぼたもち会､金婚
式､趣味の作品展等に配分されました。

歳末たすけあい運動って何!?

赤い羽根共同募金運動って何!?

生活福祉資金
貸付制度のご案内
★生活福祉資金貸付制度とは…
	低所得者世帯などに対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに	
	 在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。

●ローソン大町町立病院前店	●東郵便局		●大町町立病院		●コープさが生協大町店	●ほっともっと大町店	●トミーパン	
●おおまち情報プラザ	●大町郵便局	●順天堂病院	●セブンイレブン肥前大町店	●コープさが生協高砂店	●大町町総合
福祉保健センター（美郷）	●大町町老人福祉センター（ひじり）

キャラクター募金箱設置協力事業所	（敬称略）

戸別募金  487,000円
地域福祉推進員（区長）さんの協力で、
町民の皆様から募金をいただきました。

篤志募金       5,000円

大町町ゲートボール協会様 5,000円

地　区　名 実　績　額 地　区　名 実　績　額
畑　ヶ　田 12,000円 花　宮　町 8,000円
上　大　町 16,600円 泉　　　町 17,600円
本　　　町 13,600円 寿　　　町 15,000円
不　動　寺 4,000円 昭　和　通 12,000円
神　　　山 10,800円 本　　　通 9,000円
下　大　町 16,600円 宮　浦　町 22,600円
小　　　通 5,200円 恵 比 須 町 23,400円
道　金　町 22,000円 港　　　町 2,600円
杉　　　谷 8,200円 大　黒　町 16,800円
寺　　　口 39,000円 下　　　潟 13,400円
新　　　町 7,000円 中　　　島 47,600円
旭　　　町 17,800円 千　　　場 14,000円
栄　　　町 24,400円 高　砂　町 33,000円
磯　路　町 7,000円 京　ノ　尾 10,400円
大　谷　口 8,000円 浦　川　内 18,000円
中　　　通 12,000円 地　区　名 事 業 所 名 金　　　額

畑　ヶ　田 佐賀みどり地区中央支所 5,000円
上　大　町 山口建設㈱ 5,000円

〃 大翔開発㈱ 5,000円
〃 大町町仏教会 10,000円

下　大　町 ㈲山下建設 5,000円
〃 ㈲若楠電設 5,000円

道　金　町 ㈲保険のヤマト 5,000円
寺　　　口 坂本内科医院 10,000円
新　　　町 (医)小笠原歯科医院 5,000円
磯　路　町 扶桑建設㈱ 5,000円

〃 住ノ江海陸運輸㈱ 5,000円
〃 (医)小川内歯科医院 5,000円

泉　　　町 ㈲杵島医設 10,000円
中　　　島 アルファーホーム㈱ 10,000円
寿　　　町 武雄ガス㈱大町営業所 5,000円
本　　　通 コープさが生協大町店 5,000円
恵比須町 九州住電精密㈱ 5,000円

〃 日立金属株式会社佐賀工場 5,000円
〃 ㈱佐賀銀行大町支店 1,000円
〃 九州ひぜん信用金庫大町支店 5,000円
〃 岸川歯科医院 5,000円
〃 戸原医院 10,000円

大　黒　町 前田建設工業㈱ 5,000円
〃 大町町商工会 5,000円

下　　　潟 ㈲大町自動車学校 10,000円
〃 順天堂病院 10,000円

中　　　島 ㈱佐賀鉄工所大町工場 10,000円
〃 ㈲原田衛生社 10,000円

高　砂　町 すみれ園 5,000円
〃 ㈲大町環境整備 5,000円

地　区　名 実 績 額
畑　ヶ　田 24,000円
上　大　町 33,200円
本　　　町 27,200円
不　動　寺 8,000円
神　　　山 21,600円
下　大　町 33,200円
小　　　通 10,800円
道　金　町 44,000円
杉　　　谷 16,400円
寺　　　口 77,600円
新　　　町 14,000円
旭　　　町 35,600円
栄　　　町 48,800円
磯　路　町 14,000円
大　谷　口 16,000円
中　　　通 24,000円
花　宮　町 16,000円
泉　　　町 35,200円
寿　　　町 30,000円
昭　和　通 24,000円
本　　　通 18,000円
宮　浦　町 44,000円
恵 比 須 町 45,200円
港　　　町 5,200円
大　黒　町 33,600円
下　　　潟 26,800円
中　　　島 95,600円
千　　　場 28,000円
高　砂　町 66,000円
京　ノ　尾 20,800円
浦　川　内 36,000円

★ご利用いただける世帯…
　　・低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯など
　　	（他法他施策の利用が優先される為、必要な資金の融通を
　　　	他から受ける事が困難な世帯が対象となります。）

★連帯保証人…
　　・原則として65歳未満の所得を有する方を１名、連帯保証
　　　人に立てていただきます。

★資金種類…貸付金額、返済期間は資金種類や
　　　　　　使途により異なります。
　①総合支援資金
　　（Ⅰ:生活支援費　Ⅱ:住宅入居費　Ⅲ:一時生活再建費）
　　・派遣切り等の失業により困窮状態で生活再建までの間に
　　　必要な生活費、敷金礼金など住宅入居時に必要な費用な
　　　ど日常生活費で賄うことが困難である費用など

　②教育支援資金（Ⅰ:教育支援費　Ⅱ:就学支度費）
　　・高校、高等専門学校、短期大学、大学の就学及び入学に
　　　際し必要な経費

　③福祉資金（Ⅰ:福祉費　Ⅱ:緊急小口資金）
　　・自立した生活を送る上で、一時的に必要であると見込ま　
　　　れた経費など

④不動産担保型生活資金
（Ⅰ:不動産担保型生活資金　
	 Ⅱ:要保護世帯向け不動産担保型生活資金）
	 ・65歳以上の高齢者のみの世帯が所有する不動産を担保とし、	
	 将来に渡りその住居に住み続ける為に必要となる生活費。

※他の公的給付・貸付制度を利用できる方は、原則として貸付　
　対象となりません。

資金の申込みに際しては資金種類別に細かい条件や自立の見
込み、返済能力などを含め、審査があり貸付けできない場合
もあります。

協力事業所（敬称略）

※貸付金利率や返済方法など詳細
　につきましては、大町町社会福
　祉協議会まで気軽にお問い合わ
　せ下さい。
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社会福祉活動に永年御貢献賜りました個人・企業・団体に対し
賞状と記念品が武村弘正社会福祉協議会会長から授与されました。

　相談方法は、お電話でも来所でも構いません。また来所が難しい場合は、
相談支援員がご自宅に伺い、相談を受けることも出来ます。相談者の状況等
をお聞きした上で、それぞれの問題の解消に向けた支援を考えます。

　必要に応じた就労準備支援事業や家計相談支援事業での支援を提案しま
す。その他の各種制度・サービスとも連携し、包括的な支援のための計画を
相談者の希望を尊重しながら提案します。

　相談者と一緒に策定した支援の計画を実行し、現在の暮らしの改善に繋げ
ていきます。支援の経過を確認しながら、必要に応じて、支援の計画は見直
し、変更します。

　　　　　… 日常の生活に不安や心配を抱えたり、経済的にお困りの方などが対象です。

例）① 経済的な問題などで生活にお困りの方

② 人とのコミュニケーションが苦手で、いわゆる引きこもりの状態にある、

もしくは引きこもりの状態にあった方

③ 仕事についても長続きせず、短期間で何度も離職・就職を繰り返している方

④ 長期間失業状態が続いている方

⑤ これまでに、就労した経験がない方（働くことに不安を感じている方）

⑥ 日常生活・社会生活・就労において、何らかの支援を必要としている方

⑦ その他、日常生活においてお困りの方

    表彰状授与
大町町母子寡婦福祉連合会

    感謝状授与

  おおまち福祉のつどいに参加御協力頂いた皆様より御寄付を頂きました。

中原	定夫	様	（千　場）
田中	　勲	様	（高砂町）
平川	正博	様	（高砂町）

諸岡	朗子	様	（宮浦町）
江口	賢次	様	（京ノ尾）
武富	宏光	様	（昭和通り）

佐賀鉄工所	労組	大町支部	様
大町温泉ひじり乃湯	様
九州住電精密株式会社	様
日立金属株式会社佐賀工場	様
前田建設工業株式会社	様

大町町食生活改善推進協議会	様	 18,100円
NPO法人かるがも	様	 12,950円
朝市グループ	様	 2,000円

（社協・大町町ボランティア連絡協議会主催、大町町共催）

〜たくさんのご来場ありがとうございました〜

第7 回 おおまち福祉のつどい佐賀県生活
自立支援センター

のご案内
相談・支援の流れ

実施している事業

対 象

ステップ１

ステップ２

ステップ３

① 自立相談支援事業 ② 就労準備支援事業 ③ 家計相談支援事業


