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『ラ育てサポートセンター・すくすくJとは？
予言ての援聞を受けたい人「依頼会員jとミ子どもを預かる人「提供会員j

の会員制の組織で、会員相互によるミ子育て麦援活動を地域の中で行って
います。依頼会員がセンターのアドバイザーなどを通じて接聞を依頼し、
会員同士で報酬を宣払うシステムになっています。

【主な援助内容】
・保育園や幼稚園などの開始時間までもしくは終3後、ミ子どもを預か
ること。

・保育園や幼稚園までの送迎を行うこと。
・学童保育の終3後や学校の放課後にミ子どもを預かるごと。
・吾どもが程度の病気の場合、臨時的－突発的にミ子どもを預かること。
・冠鱈葬祭や他の；子どもの学校行事、買い物などでの外出の際、三子ども
を預かること。

置置盟司・午前時～午後 10時まで日曜祝日も利用できます。

図面霊ヨ・月～金曜日まで〔午前ア時～午後ア時まで〕
【30分あたり－お吾さまひとりにつき］300円

・土日－祝日年末年始〔並びに上記以外の時間〕
【30分あたり－お予さまひとりにつき】350円

－ ・生後6ヶ月から小学絞6年生までのお吾さんを
お持ちの全ての；子育て世帯

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 平成27年12月24日発行

URL・ http://www.kushi「o-city-shakyo.O「jp

メールアドレス webmaster@kushi「0・city-shakyo.o「，jp

本所釧路支所 干085・0011釧路市旭町12-3割II路市総合福祉センター内
（代表)TEL0154(24) 1565・FAX0154(23)3776 

阿寒支所干085-0215割II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
TEL 0154(66)4200・FAX0154(66)4300 

音別支所干088-0115割｜｜路市音別町本町3-50音別町社会福祉会館内
TEL 01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

釧路市吾育て世帯応援リフレッシュ事業
吾首て世情が食事や映画鑑賞などのリフレッシュを目
的として、託児を利用することができます。
【対 象】生後6ヶ月から就学前児童のミ子どものいる全

てのミ子育てt世需
【利用回数】1世需当たり年1回
【利用時間］5時間まで（ミ子ども1人の場合）
※預ける人数によって利用時間は変わります。
※利用時聞を超えての利用、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。

会員募集申！！
fミ子育てサポートセンター・すくすくjでは

依頼会員・提供会員・両方会員を随時募集しています。
ご希望される方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【お問合せお申込み先】
ミ子育てサポートセンターすくすく
※月～金曜日（8:50～17:20）、祝日・年末年始を除く
Oilllll路麦所 TEL：目 0154-23-2552
0阿寒麦所 Ta:O 1 54-66 4200 
0音別主所 TEL: 0 1 5 4 7 -6 -2 9 4 1 

訓社協だよ吋行吋い加同募金の助成金も活用されています与。．． 
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地域の活動基盤となるネットワークを広げます0

・声かけ・見守り活動の普及・支援

・地区社協やたすけあいチーム等の支媛・

設立の推進

地域の交流の場・仲間づくりの場を広めます。

．サロンの全市的な活動普及

・支援ボランティア活動実践者の育成と支援

・新規取組み地域への活動支援

高齢者を対象にいきいきと楽しくできる運動で

健康づくりを進めます。

・健康づくり教室の開催・運営等

4tffil技初
小学校区などを基本エリアとしながら柔軟な地域エリア設定を行い、

地減の子どもからお年寄りまで交流できる場面をコーディネートし

ます。

本所・各支所センターとの連携を図り、

センター運営の充実を進めます。

臣官il'L't＇~む~Jn「主主主3
ボランティア活動を広〈推し進める

とともに各種ボランティア保険などの

普及・啓発を進めます。

島弘陵弱
ボランティアの育成や支援を進めます。

信m踊I註お 領主蹴駕彩炉伊
学校の「総合的な学習の時間」など福祉の

学習への支援・協力

「ワークキャンプ事業」、「夏のボランティア

体験・職業体験事業」の実施

釧路市福祉教育協力校連絡会議の開催

釧路市防災総合訓練への参加（災害ボラ

ンティアセンター設置・運営訓練）

地域の防災訓練への支援（レスキューキッ

チンを活用した炊き出し訓練等）

災害ボランティア研修会の実施

冨遺産~斑妄語
ボランティア情報の収集・発信を図り、

ネットワークの拡大を進めます。

釧路市ボランティアセンター

ボランティアセンター釧路 T且0154(24)1648 ボランティアセンター阿寒 T且0154(66)4200 ボランティアセンター音別 T且01547(6)2941 

干08500什釧路市泊町12番3号 干085-0215 釧路市阿寒町中央1丁目7醤12号 干088-0115 釧路市音別町本町3丁目50番地

①
事
業
参
加

・心配ごとや因りごとで誰に相談したらいいのつ

・家で具合が悪くなった時、救急車は呼べたけど情報を救急隊員に

伝えられない。

・救急で搬送されたことを家族・親類・知人に知らせてほしい’

．災害の時、常時飲んでいる薬などが分からないつ

関係機関 地域住民

※町内会単位での推進をお願いしておりますが、町内会がない

地域や町内会での実施が難しい地域については、ご相談下さい。

※カード・シール・説明資料については無償ですが、専用ケースは有

償で1本90円でのご提供となります。ただし、 75歳以上の方がいる

世帯は無償配布となります。

※ご要望があれば、こちらから事業の説明にお伺いしますので、実

施にむけてのご検討よろしくお願いします。

⑥緊急時に

カードの情報活用

緊急連絡力一ド縫進事業に関するお問い合わせ
劉｜｜路支所T且0154(24)1742 阿寒支所T且0154(66)4200 音別支所TEL01547(6)2941

・2・



社協では、地域福祉活動を進める自主財源にご麦援いただく、会員会費制を年間通して展開しております。

一般会員、団体会員の2種類にて、平成26年度は6,949,700円のご麦援をいただきました。ありがとうございました。

令般は、団体会員のうち、社会福祉関連を除く団体と企業の方々をご紹介します。

今後も新しい会員にご参加いただけるよう、広くお呼びかけを続けて参ります。

どうか、よろしくお願いします。

※平成26年4月1日から平成27年12月10日までご協力頂いた会員

東道路側 ｜附フロンティア釧路曽業所 ｜側阿寒町観光振興公社

阿寒共立土建制 1§進自動車工業側 ｜（局大和田自動車工業
阿寒パス側 ｜側トヨタレンタリース釧路 ｜大栄フーズ制阿寒農場
北菱産業埠頭側釧路麦社 ｜側リライアブル ｜金行商店
釧路トヨベット側 ｜骨阿寒クリーン社 ｜雄別ラーメン真澄
建設連合釧路地方建設組合 ｜西来寺 ｜伺歓光堂
沢田建設側 ｜（筒曽我部商店 ｜一般財団法人前田一歩園財団
服野建設側 ｜同大津自動車興業 ｜ホテル阿寒湖荘
白崎建設側 ｜阿寒自動車工業側 ｜民芸の店かと里
釧石工業側 ｜スズキ理容店 l阿寒観光汽船側
側田中組釧路吏店 l側八幡重機 ｜側ホテル山浦
大栄産業側 l側小野寺組 ｜（尚北海まりも製菓
日本製紙側釧路工場 l側デファデック l阿寒湖漁業協同組合
北東建設側 ｜（筒オートライフ菅原 ｜協栄燃料伺
制本田組 ｜（筒マルフジ阿寒自動車整備工場 ｜（筒新妻商店
宮脇土建制 ｜洋昂店うめざき ｜桐民宿
村井建設側 ！居酒屋ちろりん村 i青山民芸店
丸井産業側 I （同大平デンキ l1局長井商店
~iii路センチュリーキヤツスルホテル ｜佐々 木写翼館 ｜（謁奈辺久
葵建設側 ｜合資会社マルヨシ吉嶋商店 ｜若月商店
制工イチ・シー・シ一 ｜東家 ｜ホテル御前水
職業訓練法人釧路地方職業能力開発協会 ｜側松屋 ｜側阿寒グランドホテル
脚釧路熱供給公社 ｜側マルタ吉田商店 ｜阿寒ハイヤー側
一般社団法人釧路市シルバー人材センター｜阿寒共同燃料納 ｜民宿山口
釧路信用組合本店 ｜賞栄寺 ｜（尚幸永運輸
釧路信用組合本店営業本部 ｜（筒木下自動車整備工場
釧路和商協同組合 ｜（間遠藤商店

新太平洋建設側釧路麦店 ｜西港石油側阿寒給油所
釧根食糧側 ｜佐々 木電器
綜合設備制 ｜（淘サンエネルギー
東邦コンサルタン卜制 ｜釧路信用金庫阿寒支店
側藤プリント ｜食堂末広
制富士計器 ｜ヤマシタ工業制
側ベルックス釧路営業所 ｜児玉鉄工所
三ツ輪運輸側 ｜伺阿寒観光ハイヤー
側三ツ輸商会 ｜骨阿寒家具センター
側ヨシダ造園緑イじ ｜へアーサロンすがわら
釧路石炭販売制 ｜側マル力ツ吉田新聞店
一般社団法人釧路市医師会 ｜工ルム
一般社団法人釧路歯科医師会 ｜阿寒商工協同組合
医療法人清水桜がE病院 ｜大津木材側道棄事業部
釧路ガス側 ｜釧｜十運輸制
一般社団法人生命保険協会 ｜側アイトラン
連合北海道釧路地区連合会 ｜附マルトやまもと
.AN Aクラウンプラザホテル釧路 ｜阿寒農業協同組合
連合北海道釧根地域協議会 ｜理容いしおか
伺ラシック ｜へアーサロン朝霧
制スポーツビーインクオパラ ｜藤津緑化伺
釧路西港開発埠頭側 ｜北泉開発側
側卜ーワ l高橋運輸伺

※順不同・敬称略

会費は釧路市の地蹴福祉活動のために

活用されます

一ι

．重いす等体験出前講座

.’ 
．災害ボランティア養成活動
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介護保険サービスの中で、訪問介護（ホームヘル／＼－）は比較的知名度の高いサービスですが、夜間対応型訪問介

護は一般的にはなじみの薄いサービスです。

今回は、この夜間対応型訪問介護についてご紹介します。

24時間安心して在宅での生活ができる
ように、夜間の定期的なI巡回j訪問や、
ご利用者などからの連絡に応じた「随時J
訪問を組み合わぜた夜間需専用訪問介護
のサービスです。

ザーピスの種類

要介護1～5の方（要支配、2の方はこ利用できません。）

ケアプランに基づき、夜間帯に定期的に巡回して介護を行います。

あらかじめご利用者の心身の状況、介護の環境等を把握したうえで、

ご利用者からの緊急通報に対応します。

夜間対応型訪問
介護のイメージ オペレーションセンターからの指令により、へM~－が駆けつけ、介護在

行いま言。

ケアコール自由来

；，，§宅日こボタンひとつで過話ができるIケアコ JJ,端末Jを滋賀さ曾

ていただき‘車急時にオペレーターと辺絡を取ることができま..

通報に応じてへルパーがと自宅に急行し対応します．

つけ．サピスを提供しま..

A勧 -/Jil瓜

fLfi二JJ

随時対応

通報

常駐オペレーター

居宅ザーピス計画E口鶴間介哩計画

に曇コき、ヘルパーが定期的にと

自宅に伺U、おむつ空貨段、体白変段、

トイレ介助芯どの介自置を行いま..

9ぐにオペレーターが対応．あらかじめ

己畳録された情舗を元にお客さまとお

話ししながら、ヘjレバー出劃の詞藍をし

ま9.

ザービスご鑓供時間
夜108寺から

朝日時まで
ご利用料金

主なザービス肉8

基本料金 1,728円同額 甜 聞 をIVI

定期巡回 419円（lDI;問団四回目

随時訪問 628円(1師間間四時間

転倒時の介助／トイレへの移動介助／就寝介助／起床介助／おむつ交換体位変換／

お身体の清鼠／水分補給等

向；：.－・.－.－ 「 : .;・・ 〆オベレーションヲーピス 可l ザーピスご利用までの涜れ／ ι22:00～ 6:00 j 

ご相続
ますl率、担当の

ケアマネージャーに

と相齢〈だ芭＂＇・

ケア 事前面磁・
マネージャー ヲーピスのと説明

惨 受付 砂 時脚闘や
ケアマネーシャー サービス内曹について

力、ら皆瀬． 躍認しま宮．

ケアコール

匝届匝凶幽出品且
時棚臨を超える舶に 櫨宋の殴置
降、当厳超過分l~ft•領酬額
由主輔自己負担と怠Dます． 蹟置にIi!:面倒な工事依

不要．工事買は

切ひかDま世ん．

と契約
裂拍曹且む重要事

項説明書の内曹に

ついてと説明

いたしま..

句F
重l

【お問い合わせ】在宅福祉課 宮苫24-1595

訪問介護員（夜間定時）募集！
釧路市社会福祉協議会では、随時、訪問介護員

（ホームヘルパー）を募集しています。

［内 容］定期巡回随時対応（緊急発報）

による身体介護（排池体位変換

オムツ交換等）

［雇用形態］パート職員

［資 格］ヘjレバー2級以上普通自動車免許

［給与］時給1.000円～1,500円

※交通費別途支給

《ケアスタッフの声》

『夜間専従（17:00～24:00）の
訪問介護員（ヘルパ ）を募集
しています l
17:00～24:00の闘で、都合の
つく時間に働いてみませんかっ
ぜひご相談ください！ 』

［お問い合わせ］
釧路市社協在宅福祉課（担当．博田）

ft24-1595 

介護スタッフ募集
訪問入浴事業の

介護スタッフを募集しています。

［内 容］ご利用者宅に浴槽をセットし、

入浴の介助をお乙ないます。

(3～4人のチームてイト助します）

［雇用形態lパート職員

［給 与］時給870円交通費別途支給

《ケアスタッフの声》

『ご利用者さんは、入浴を楽しみ

にしています。

看護師さんと一緒の訪問なので

安1t:,1してケアできます！ J 

［お問い合わせ］
割｜｜路市社協
在宅福祉課（担当田博回）

ft 2 4 -1 5 9'5＇ニ

.’ 

ケアスタッフ募集！
てつほくデイサービスセンターの

介助員を募集しています。

［内 容］デイサービスセンターにおける

介護業務など

［雇用形態］パ 卜職員

［給 与］時給870円交通費別途支給

［勤務日数］週3～4日程度（勤務表による）

［勤務場所｝てつほくデイサービスセンター

－ i{"IJ 'i'~ 

け＼ワ／

割｜！路市柳町143 

《ケアスタッフの声》

『日帰りで、入浴食事 機能

訓練などを提供し、楽しく充実

した1日を過ごしていただける

ようケアしていますlj 

［お問い合わせ］
釧路市社協在宅福祉課（担当・高瀬）

ft24-1595 


