
　新型コロナウイルス感染症の影響によ

る減収・休業や失業などで、生活資金に

お困りの方へ緊急小口資金および総合
支援資金 生活支援費の特例貸付を実
施しています。新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため、郵送による申請を
お願いしておりますが、まずはお電話に

てご相談ください。

【問合せ先】 TEL.586-3063（平日8：30〜17：15）
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで、

生活資金にお困りの方へ

特例貸付の内容

申請受付は9月末まで
（予定）

無利子・不要貸付利子
・保証人

2年以内（24回以内）償還期限

1年以内据置期間

20万円以内 一括交付貸付上限額

新型コロナウイルスの影響
を受け、休業などにより収
入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯

緊急かつ一時的に生計の維持が困
難となった場合に、少額の費用の
貸付を行います。

緊急小口資金

対　象　者

無利子・不要貸付利子
・保証人

10年以内（120回以内）償還期限

1年以内据置期間

・（2人以上） 月20万円以内
・（単身）　　　月15万円以内
貸付期間：原則3ヵ月以内

貸付上限額

新型コロナウイルスの影響を受
け、収入の減少や失業などによ
り生活に困窮し、日常生活の維
持が困難となっている世帯

生活再建までの間に必要な生活費用の
貸付を行います。

総合支援資金 生活支援費

東京都社会福祉協議会

日野市社会福祉協議会

《手続きの流れ》

問合せ・申込 相談支援

送付

貸
付
決
定
・
送
金

お悩みの方

対　象　者



【問合せ先】地域支援係　TEL.584-1294

食に困っている方々を支援します
フードパントリーをご利用ください！

自粛生活で筋力低下が心配な方！

おうちで、ひの健幸貯筋体操♪

フードパントリーは、経済的事情などによ

り支援を必要とする個人・世帯に対し、直

接食品などを提供し、生活上の困りごとが

ある方を適切な相談支援機関などにつなぐ

活動を行う場所です。

【対 象 者】
一時的に生活に困窮し、食料の提供を希望する方
でアンケートや受取条件を承諾できる方 

【提供場所】
ひの地区 1.日野事務所（日野本町7-5-23）

たかはた地区 2.多摩療護園（程久保872-1）

 3.高幡事務所（高幡1011）

とよだ地区 4.工房夢ふうせん（旭が丘2-42-12）

 5.フードバンクTAMA（大坂上2-6-10）

上記、「1〜4」は、平日9：00〜17：00まで（土日祝日を除く）

 「5」は、毎週土曜・日曜日15：00〜17：00まで

【問合せ先】 

NPO法人フードバンクTAMA・
　　　　　　フードパントリー事務局
　TEL.070-3845-0026

（土曜・日曜日 15：00〜17：00）

日野市社会福祉協議会 総務係
　TEL.582-2319

【主催】NPOフードバンクTAMA

【協力】日野市内社会福祉法人ネットワーク

※職員がZoomの接続をわかる範囲で丁寧にサポートいたします

【募集対象】
・日野市在住の65歳以上の方
・パソコン、タブレット、スマホをお持ちの方

【期間】 7月31日〜9月18日（祝日は除く）
（途中からの参加も歓迎）

【日時】 毎週金曜日 14：00〜15：00

【講師】 社会福祉協議会職員 他

DVDを借りる

【対象者】
日野市在住の65歳以上の方

【期　間】
1ヵ月（延長可能）、図書館は2週間

【貸出場所】
日野市社会福祉協議会(日野・高幡事務所)

日野市立図書館

【対象者】
日野市在住の
65歳以上の方

【価　格】
1枚 400円

【販売場所】
日野市社会福祉協議会(日野・高幡事務所)

DVDを買う

※ご希望により、職員がご自宅に訪問し簡単な体操指導も行います！（初回のみ）

密にならないで
体操ができる♪

皆の顔が見えるから
頑張れる♪

参加者
募集中!!

ビデオ通話アプリ「Zoom(ズーム)」を
　　　　　利用してひの筋体操を行います。



権利擁護センター日野のご紹介
（地域福祉権利擁護事業）

権利擁護センター日野のご紹介
（地域福祉権利擁護事業）

たとえばこんなことで困ったら・・・

権利擁護センターへご相談ください!!

◆ひとりで銀行に行けない。誰か手伝ってくれないかな・・・

◆また通帳なくしちゃった・・・人には言えないわね・・・

◆キャッシュカードの番号、忘れちゃったのよね・・・

◆わからない請求書がいっぱい・・・どうしたらいいのかしら・・・

権利擁護センターでは、もの忘れや障害などで、こんな困りごとがある方を支援しています!

権利擁護センターではこんなお手伝いをしています。

●サービス利用には費用がかかります／契約までには２ヵ月程度かかることがあります

【費用】1時間1,500円〜／生活保護の方は費用助成あり／詳しくはお問合せください

【開館日時】
月曜〜金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00〜16：30（受付）

【お手伝いの例】【お手伝いの例】

①介護サービス費用の支払いや手続き　　　②郵便物の確認・整理、各種申請手続き

③銀行に行く、各種の支払い、お金の管理　④重要書類を貸金庫でお預かり

たまっていた書類もすっきり解消 !!

ややこしい役所の手続きも相談できる

から、気持ちも晴れ晴れです !!

私、歩くのが大変だから、かわりに銀行に

行ってもらえて助かるのよ。

お金の管理も安心して相談できるわ〜♪

◆書類がいっぱいで困る、処分していいのか？よくわからん・・・

◆訪問販売や振り込め詐欺にひっかかってしまいそう・・・

◆お金の管理がうまくいかない・・・

◆介護サービスを使いたいんだけど、申請が難しくて・・・

こ
ま
っ
た
・・・

ど
う
し
よ
う
・・・

【問合せ先】しごとサポートひの　TEL.586-9517

【問合せ先】権利擁護センター日野　TEL.594-7646

高齢者無料職業紹介所

しごとサポートひの
　「しごとサポートひの」は、働く意欲のある高年齢者（おおむね55歳以上）の

能力や経験、知識を生かした雇用・就業の支援を行なっている無料職業紹介所

です。就業を希望する方や雇用を希望される企業の方々に身近できめ細やかな

支援を行っています。

    お気軽に
ご相談ください！



【会員区分と年会費】 
個人会員　一口　1,000円 
特別会員　一口　3,000円 
団体会員　一口　5,000円  
※1,000 円未満でも福祉協力金とし
　します。

【納入方法】 
・社協窓口で直接納入 
・郵便振替での納入 
00140-3-512565 
社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

※ご連絡いただければ、集金や振込用紙の送付
　を承ります

今年度については、新型コロナウィルス感染予防のため掲載の事業・活動を中止・延期させていただく場合がございます。変更の際は、ホームページならびに担当係からご連絡をさせていただきます。

○ 介護予防による地域づくり推進（ひの筋体操ほか） 
○ 生活支援体制整備事業（1 層・2 層） 
○ 南平地区社会福祉協議会「ぷらっと南平」運営支援 
○ サロン活動、居場所づくりの相談・支援 
○ 防災普及活動を通じた地域づくり 
○ 障害・高齢団体などのバス借上げ補助 
○ 日野市内社会福祉法人ネットワークによる地域貢献

ともにつくる
「居場所づくり」「防災活動」「障害についての理解」など地域
のなかの様々な課題に対し、住民同士の交流を育み、相互に
協力できる地域づくりを進めていきます。

暮らしの

支援

暮らしの

支援

○ コロナ緊急特例貸付や生活福祉資金貸付相談 
○ 在宅高齢者ケアサービス（家事援助） 
○ 日野ハンディキャブ（移送サービス） 
○ 高齢者昼食宅配サービス 
○ 手話通訳者などの派遣 
○ 権利擁護と成年後見制度利用支援 
○ 子どもの学習支援（ほっとも南平）  
○ 住まいの相談窓口「あんしん住まいるひの」 

地域
づくり
地域
づくり

ともにみまもる
高齢者や障害のある方が、地域で安心して暮らしていただけ
るよう支援しています。支援活動の中には、「担い手」として
住民のご協力で実施している活動も少なくありません。

　令和２年度に「第５次日野市地域福祉活動計画」を策定します。
第４次の計画では、地域支援係を創設（組織再編）し、「ひの筋体操」
をはじめとする「介護予防による地域づくり」や高齢者などの社会参
加や生活支援の充実を図るための「生活支援体制整備事業の運営」、

「ほっとも南平」における「子どもの学習・生活支
援業務」など、子どもからお年寄りまで幅広い世
代の地域課題に取り組んできました。
　また、頻発する大規模災害への備えとして、「災
害ボランティアセンター立上訓練」「DIG・HUG」

「防災・減災シンポジウム」など地域防災の視点か
ら地域の在り方などの検討をしてきました。
　これから策定する計画では、こうした取り組みと
ともに、また With/After コロナ時代を見据えた
地域福祉活動を地域の皆様とともに検討していきた
いと考えています。 

第５次日野市地域福祉活動計画を策定します

第4次日野市
地域福祉活動計画
（H27〜R2）

　日野市社会福祉協議会
は、地域で暮らす皆様のほ
か、民生委員・児童委員、
社会福祉法人・福祉施設な
どの社会福祉関係者、保健・
医療・教育など関係機関の
参加・協力のもと、住み慣
れた町で安心して生活するこ
とができる「福祉のまちづ
くり」の実現をめざした様々
な活動を行っています。 
　こうした活動に支えていた
だくため「会員」を募集し
ています。地域の皆様の温
かなご支援をお願いします。 

令和2年度会員を募集します

【問合せ先】 

日野市社会福祉協議会は、With/Afterコロナ時代を地域の

手話通訳者の派遣手話通訳者の派遣 ひの筋体操ひの筋体操

社会福祉協議会は都道府県
市区町村に設置されています

【会員区分と年会費】 
個人会員　一口　1,000円 
特別会員　一口　3,000円 
団体会員　一口　5,000円  
※1,000 円未満でも福祉協力金として取扱い致
　します。

【納入方法】 
・社協窓口で直接納入 
・郵便振替での納入 
00140-3-512565 
社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

※ご連絡いただければ、集金や振込用紙の送付
　を承ります

・・・各種相談の問合せ先・・・

新型コロナウィルス感染予防のため掲載の事業・活動を中止・延期させていただく場合がございます。変更の際は、ホームページならびに担当係からご連絡をさせていただきます。

○ 介護予防による地域づくり推進（ひの筋体操ほか） 
○ 生活支援体制整備事業（1 層・2 層） 
○ 南平地区社会福祉協議会「ぷらっと南平」運営支援 
○ サロン活動、居場所づくりの相談・支援 
○ 防災普及活動を通じた地域づくり 
○ 障害・高齢団体などのバス借上げ補助 
○ 日野市内社会福祉法人ネットワークによる地域貢献

ともにつくる
場所づくり」「防災活動」「障害についての理解」など地域

のなかの様々な課題に対し、住民同士の交流を育み、相互に
協力できる地域づくりを進めていきます。

○ 福祉のしごと相談・面接会 

○ 介護人材育成研修の実施 

○ 社会福祉士養成のための実習指導 

○ 高年齢者無料職業紹介所
○ 手話通訳者研修

○ 手話講習会

ともにそだつ
不足する福祉（介護）人材確保のため就労支援や福祉事業従
事者向けの研修会など、福祉従事者や地域の担い手の育成・
確保に努めています。

人材
育成
人材
育成

募集します

【問合せ先】 総務係　TEL.582-2319

新型コロナ感染症の特例貸付や

生活福祉資金貸付に関する相談

総務係 TEL.586-3063

権利擁護や成年後見制度に

関すること

権利擁護センターひの TEL.594-7646

家事援助や配食サービスに 

関すること

在宅サービス係 TEL.591-1567

介護予防活動やハンディキャブに

関すること

地域支援係 TEL.584-1294

ボランティアや市民活動に

関すること

ボランティアセンター TEL.582-2318

高年齢者の求人就労に

関すること

しごとサポートひの TEL.591-1567

地域のみんなで考えて「豊かなまち日野」の実現を目指していきます。

福祉のしごと相談・面接会福祉のしごと相談・面接会



【問合せ先】地域支援係　TEL.584-1294

ハンディキャブ

送迎ドライバー
大募集!!
送迎ドライバー
大募集!!（ボランティア）（ボランティア）

　日野市にお住まいの歩行が困難な方が外出す

る際に、車いすに座ったまま乗り降りできる福

祉車両での送迎をしています。

【対　　象】
日野市内に在宅で暮らす方で、次のいず
れかに当てはまる方

⑴ 身体障害者手帳を所持している方

⑵ 要介護認定を受けている方

⑶ 要支援認定を受けている方

⑷ 肢体不自由、内部障害，知的障害、そ
の他の障害（発達障害、学習障害など）を
お持ちの方

※⑶⑷ 公共交通機関の利用が困難な方

【活動日時】
月曜〜金曜日（祝日、年末年始は除く）
8：00〜17：30の間、依頼の内容による
※週1回や半日のみなど、活動日時はご希望に応じて
　調整します。

【資　　格】※下記すべてにあてはまる方

・運転歴10年以上
・過去3年間免停処分なし
・70歳以下

【活動謝礼】
4時間未満 2,000円
4時間以上 3,000円

介護の経験・資格が
なくても、笑顔があれば

始められます！

運転が好きな方、
人とかかわることが

好きな方！

ハイエースや
キャラバンなど大きな車の
運転が出来る方、大歓迎!!

【利用日時】
月曜〜金曜日 8：30〜17：00
※土日祝日、年末年始（12/29〜1/3）は利用できません

【利用回数】
月3回まで

【利用範囲】
原則、自宅を基点に
片道30km以内

【料　　金】
利用登録区分により、料金が異なります。
詳しくはお問合せください。

※活動中の事故については、当会で加入している保険の限度内で補償します。



“支え合い”で高齢者の生活を応援する“支え合い”で高齢者の生活を応援する

【一般寄附】 
10万円以上　㈱ブリッジ＊日野市明るい社会をつくる会
　　　　　　読売新聞豊田北部＊㈱CEL
1万円以上　東京日野ライオンズクラブ＊JA東京みなみ七生地区女性部 

　　　　　　都営日野三沢アパート友遊会＊奥住日出男
　　　　　　山城隆盛＊大沢正男＊青山安久＊山崎功 * 匿名4名
1万円未満　ひの市民リサイクルショップ回転市場＊富士旅館

　　　　　　七生支所＊東部会館
　　　　　　鈴木昭夫 * 鈴木恵美子＊匿名

ご寄附をありがとうございました
令和2年2月〜6月までの寄附金総額は 1,236,265円を

お預かりしました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

【問合せ先】在宅サービス係　TEL.591-1567　Eメール zaitaku@hinosuke.org

在宅高齢者ケアサービス事業在宅高齢者ケアサービス事業
掃除、洗濯、買い物などの家事援助の活動で、在宅で暮らす高齢者の生活を支えます。 

利用する方も協力する方も会員制の住民参加型在宅福祉サービスです。 

内　　容
掃除、洗濯、買い物代行、食事のしたく、

外出付添、お庭の片付けなど

時　　間
月曜〜金曜日 8：30〜17：00の間
（土日祝日 年末年始は除く）

夏の
親子レクリエーション

中止 

　新型コロナウィルス感染拡大防止の

ため、誠に勝手ながら開催を中止させ

ていただきます。ご検

討いただいていた皆様

にはご迷惑をおかけす

ることとなり大変申し

訳ございません。

サービスについて

☆会員同士で感染症予防をしながら、元気に活動しています！

「利用会員」として入会する必要があります。

対　　象 市内に在宅で暮らす

おおむね65歳以上の方

年　会　費 1,200円

利　用　料 1時間 1,000円

市内および近隣在住の18歳以上の方

1時間 1,000円支給

①安心して活動できるよう、研修会があります。

②入会には年会費1,200円が必要です。

サービスを利用するには

「できるとき、できること」でご協力いただく
「協力会員」です。資格がなくても活動できます。

対　　象

活　動　費

そ　の　他

活動するのは

関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

協力会員
募集中



QRコードで
簡単申込♪

【問合せ先】日野市ボランティア・センター
TEL.582-2318 FAX.582-0082 Eメール hino-vc@hinosuke.org

私たちも地域福祉活動を応援しています!!

ボランティアセンターよりお知らせ

「オンライン」とは、パソコン・スマホ・タブレットなどの電子機器が
インターネットに繋がっている状態のこと。 
インターネットに繋がることで、講座を受けたり、動画を観たり、世界
中の人と会話を楽しむことができます。 

1「オンライン講座」を開催します！

　毎年7〜8月に開催している「夏の体験ボランティア」は、参加者および関係者の健康・安全
面を考慮した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、キャンペーンとしての開催を「中
止」とさせていただくことになりました。ボランティア活動そのものを中止するものではあり
ませんので、夏休み期間中のボランティア活動を希望される方は、お気軽にボランティア・セ
ンターまでご相談ください。 
　また、毎年8月開催の「防災減災シンポジウム」につきましても、今年度は「中止」の運び
となりました。今後、少人数での開催やインターネットを利用した講座などの開催を検討して
おります。詳細は日野市社会福祉協議会ホームページにてご案内いたします。 

2
「夏の体験ボランティア」「防災減災シンポジウム」 
開催中止のお知らせ

そもそも「オンライン」って何?

双方向の会話ができる

Zoom（ズーム）

LINE（ライン）

Skype（スカイプ）
など

動画を視聴する

YouTube
（ユーチューブ）
など

講座もイベントも
コロナで

全部中止!?

第二波も
心配だなぁ…

オンラインなら
自宅から

参加できる!

講座① オンライン(Zoom)おためし講座

講座② おうちで、ひの健幸貯筋体操♪

7月21日（火）14：00〜15：00
7月27日（月）14：00〜15：00

7月31日〜毎週金曜日（7月24日は除く）

14：00〜15：00
【対象】市内在住の65歳以上で筋力向上を目指したい方

①Zoomの使い方
②知っていると便利な裏ワザ

講座③ コロナに負けない！メンタルヘルス講座

7月28日（火）14：00〜15：00
【講師】竹内 真弓 氏（多摩総合精神保健福祉センター精神科医）

【内容】①ストレスって何？ ②心のセルフケア ③コロナとこれから

気軽に外出できない、感染が不安…コロナストレスとの付き合い方を学びます♪

交流① ボランティアおしゃべり広場

7月20日（月）14：00〜15：00
【対　象】日野市内外でボランティア活動を行っている方
【テーマ】「最近なにしてる??」

交流② 親子で遊ぼう〜Zoomを使ったおやこ時間〜

7月22日（水）10：30〜11：00 
【対象】1歳〜3歳のお子様と保護者の方 
【進行】粟澤 稚富美 氏（ひの社会教育センター子育てカフェモグモグ）

【申込】

日野市ボランティア・センターまで

「Eメール」にて ①氏名 ②電話番号 

③希望する講座名 をお知らせください。

Eメール hino-vc@hinosuke.org

③質疑応答
④おしゃべりタイム




