
善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付
（平成２８年３月１日～平成２８年６月１日まで）

亀山市の福祉指数（平成２８年６月１日現在）

市総人口　49,551人　 65歳以上の人口 12,688人（男性 5,644人 女性 7,044人）

世帯数　20,619世帯　 18歳以下の人口   8,944人（男性 4,574人 女性 4,370人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.6％
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●社会福祉センター 3階集会室をリニューアルしました●社会福祉センター 3階集会室をリニューアルしました

●新入職員紹介●新入職員紹介

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
社協だよりは市民の皆様からいただいている会費で発刊しています。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

●熊本地震義援金総額
　　　　 （平成２８年６月１日現在）
●熊本地震義援金総額
　　　　 （平成２８年６月１日現在）
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818,419円
長谷川 みずほ（総務係）

【好きなこと】　ショッピング
【ひとこと】　総 務 の 仕 事 の 一 つ

一つを一生懸命頑張ります。窓口
でお気軽に声をかけてください。

　社会福祉センターは、亀山市内の福祉関係者及び団体等に市民交流、健康の増進、教養の向上及びレ
クリエーションの場所としてたくさんの方に利用していただいております。
　平成25年より施設の老朽化に伴い、順次、外壁や館内の空調、トイレ改修、集会室の照明や音響を整
備し、会議用机や椅子を新しくしました。ぜひご利用ください。
住　　所：亀山市若山町7番１号　　収容人数：300名程度
利用時間：午前９時～午後９時30分
＊休館日は国民の祝日並びに12月29日～１月３日まで
詳細または問合せ先
亀山市社会福祉協議会ホームページ 
亀山市社会福祉センター管理人室　☎0595-96-8163

●介護有資格者等再就職研修を開催します●介護有資格者等再就職研修を開催します
　介護の資格を持ちながら介護の仕事をしていない方、研修を受けて、もう一度介護の仕事にもどりませんか。
開催日時：平成28年7月22日（金）、平成28年7月28日（木）、他に施設体験2日間
会　　場：講習…じばさん三重　研修室5（四日市市安島1丁目3番18号）
　　　　　施設体験…三重県内福祉施設　※施設体験の日程と場所は、受講者と相談の上決定します
対　　象：介護の資格をお持ちで、現在福祉・介護の仕事をしていない方
定　　員：30名　参 加 費：無料
今後の予定：◎伊勢会場：10月13日(木)、19日(水)　◎伊賀会場：11月22日(火)、30日(水)
　　　　　　◎中勢会場：平成29年1月18日(水)、27日(金)
お申込みまたは問合せ先
三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター　☎059-227-5160

皆さまからお預かりした温かいお気持ちは全額、日本赤
十字社、共同募金委員会を通して熊本へ送金されます。

亀の会様、亀山高校三九会様、㈱スズカ
様、亀山市立亀山東小学校様、亀山市ボラ
ンティア連絡協議会様

　いよいよ夏本番ですね。
　とあるサロンで、夏ら
しい手作りおやつをいた
だきました。
　簡単にできるのでサロ
ンや地域の集まりでもぜ
ひ、作ってみてください。

＜簡単水まんじゅう＞
材料（６個分）
片栗粉　大さじ４
砂　糖　大さじ２
水　　　４００cc
あんこ　適量
①鍋に 水、片栗粉、砂糖を入れ中火にかけて絶え

ず混ぜる。
②透き通ってきたら水にぬらした容器に少し①を

入れ、中心にあんこを入れ、また①を入れる。
③あら熱が取れたら冷蔵庫で冷やし固め、型から

取り出す。

お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業
のため有効活用させていただきます。厚くお礼
申し上げます。

見て聞いて話して

かめやま 2016.7
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　熊本地震では災害発生後、全国各地から被災

地にボランティアの方が出向き、復興に向けて

大きな力となっています。

　もし、亀山市や三重県全域に大規模な災害が

起きた場合、亀山市社協では災害ボランティア

センターを設置し、被災者のボランティアニー

ズの把握や、ボランティアの受け入れ調整を行

います。センターの運営や関係機関との連携を

スムーズに行い、一刻も早い復興を実現するた

めに、約一年間の構想を経て平成28年６月付で

「亀山市災害ボランティアセンター設置・運営

マニュアル」を制定しました。

　制定にあたっては災害ボランティア経験者の

皆さん、行政、他市町社協など多くの皆様のご

協力をいただきました。

　マニュアル制定はゴールではなく、今後も必

要に応じた内容の見直しや、関係機関との連携

の強化を図っていきます。

　去る４月14日以降に相次いで発生した熊本県

を震源とする一連の地震は、熊本市内を中心に、

九州全域に大きな被害をもたらしています。災害

発生を受けて亀山市内でも何かできることはない

かという思いから、多くの義援金が寄せられてい

ます。

　また、亀山市社協では、亀山高校、徳風高校の

ご協力のもと、亀山ショッピングセンターエコー

とオークワにて街頭募金活動を行いました。

　北部地区民生委員児童委員協議会ではマックス

バリュみずほ台店にて５日間にわたり、街頭募金

活動を行いました。

　亀山市社協では、日本赤十字社、共同募金委員

会の窓口として熊本地震の義援金を受け付けてい

ます。また、市役所、あいあい、市役所関支所、

医療センターに募金箱を設置しています。引き続

き、皆さまからの温かいご支援をお待ちしていま

す。亀山高校生徒による街頭募金

北部地区民児協からの義援金贈呈式

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
平成27年度　決算報告・事業報告

平成27年４月１日～平成28年３月３１日
　平成27年度は、亀山市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、基本理念である「ともに支え合い、
いきいきと暮らすまち　亀山」の実現に向けて、小地域ネットワーク活動やボランティア活動の推進、介
護保険サービス・障がい福祉サービスの充実を図り、地域住民と協働し、地域のニーズに沿った事業活動
に取り組みました。

平成27年度決算報告

みんなの想いを熊本へ
― 熊本地震　復興支援活動 ―

           事業名

法人運営事業

地域福祉・ボランティア事業

共同募金配分金事業

日常生活自立支援事業

資金貸付事業

社会福祉センター管理事業

決算額 

52,473

7,870

6,726

4,866

3,250

26,367

           　事業名　

福祉移送サービス事業

訪問介護事業

障害福祉サービス多機能型事業

居宅介護支援事業

生活困窮者自立支援事業

合計

決算額  

4,586

49,429

45,988

23,608

12,683

237,846

         勘定科目

人件費支出

事業費支出

事務費支出

就労支援事業支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費

決算額 

163,274

7,159

40,638

1,238

90

6,726

             勘定科目

助成金支出

その他の支出

固定資産取得支出

積立資産支出、その他の活動支出

合計

決算額  

11,570

10

1,631

5,510

237,846

　　　　 勘定科目

会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

貸付事業収入

負担金収入

介護保険収入

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入

積立預金取崩収入・その他の収入

合計

決算額  

3,571

990

71,847

25,084

1,004

86

890

58,063

1,238

58,847

509

16,613

238,742

収入内訳

支出内訳（事業別） 支出内訳（科目別）

会費収入 1.5% 寄付金収入 0.4%

経常経費補助金収入
30.1%

受託金収入
10.5%

事業収入 0.4%
貸付事業収入 0.1%負担金収入 0.4%

介護保険収入
24.3%

就労支援
事業収入 0.5%

障害福祉サービス等事業収入
24.7%

受取利息配当金収入
0.2%

積立預金取崩収入
   ・その他の収入

    6.9%

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

法人運営
事業費
22.0%

地域福祉・ボランティア
事業費 3.3%

共同募金配分金
事業費 2.8%

日常生活
自立支援事業
2.1%

資金貸付事業 1.4%

社会福祉
センター管理

11.1%

福祉移送サービス事業費1.9%

訪問介護事業費
20.8%

障害福祉サービス多機能型事業費
19.3%

居宅介護支援事業費
10.0%

生活困窮者自立支援事業費
5.3%

人件費支出 68.6%

事業費支出 3.0%

事務費支出 17.0%

助成金支出 4.9%

その他の支出 0.1%
固定資産取得支出 0.7%

積立資産支出、その他の活動支出 2.3%

亀山市災害ボランティアセンター
設置・運営マニュアルを制定しました

就労支援
事業支出 0.5%

貸付事業支出
0.1%

共同募金配分金事業費
2.8%
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地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進
　・第２次計画策定に向けた職員研修　参加者　23名
小地域ネットワーク活動事業（地域が支えるその人らしい暮らしの実現）

　・小地域ネットワーク・地区福祉委員会活動助成　22地区
　・福祉委員　342名
　・福祉委員新任研修会　参加者 105名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　49名
　・地区福祉委員会活動に関する意見交換会　参加者　38名
福祉教育推進事業
　・福祉協力校事業　16校　　・モデル校指定　神辺小学校
　・夏休み中学生福祉体験教室　20施設　参加者　延べ 142名
住民参加型地域福祉事業
　・ふれあい・いきいきサロン助成 　51団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　参加者　45団体　69名

・ボランティアセンター登録　　45団体　751名
・ボランティア保険の加入　　　91件
・ボランティアコーディネート　32件
・ボランティア養成講座（共催：中央公民館）　
　　　　　　　　　　　　　　　参加者　8名
・ボランティア交流会　　　　　参加者　21名
・災害ボランティア意見交換会　延べ　15名
・福祉ボランティア基金助成　　10団体

子育て応援！はじめての親子りょうり教室
　・参加者　22名
団体助成事業
　・児童福祉団体　２団体
歳末たすけあい援護事業（児童）
　・配分金　257件
住民参加型地域福祉事業
　・子育てサロン助成　　９団体
　・子育てサロン交流会　参加者　５団体　12名

ボランティアに関する事業

地域の福祉に関する事業

子どもの福祉に関する事業

福祉移送サービス事業（歩行困難、寝たきりの方を対象）
　・登録者数　52名　延べ運行回数　1,725回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　241件　　・歩行器　1件
日常生活自立支援事業
（認知症高齢者、障がい者の金銭管理及び書類預りサービス）
　・利用者人数　41名　　派遣回数　771回
あいあい笑顔のつどい（２地区に分け開催）
　・参加者　236名
障がい児社会見学
　・参加者　87名
団体助成事業
　・障がい者福祉団体　4団体　　・高齢者福祉団体　1団体
歳末見守り訪問事業（75歳以上ひとり暮らしを対象）
　・訪問件数　875件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　117件
訪問介護サービス事業（ホームヘルパーが訪問し、身体介護、生活援助）
　①介護保険制度
　　・訪問介護事業　　　派遣回数　11,159件
　②障害者総合支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　  3,883件　　・同行援護事業　派遣回数　21件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　     297件
居宅介護支援事業（要支援、要介護者へのケアプラン作成など）
　・ケアプラン作成　1,510件　　・要介護認定調査　241件
指定障害福祉サービス多機能型事業所「つくしの家」の運営
　・生活介護事業（創作的活動、地域交流、生産活動など）　つくしの家 15名　なかまの部屋 11名
　・就労継続支援B型事業（生産活動、創作的活動、地域交流など）　つくしの家　6名

基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員・特別会員　11,220名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　250名参加
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯の回収及びリサイクル　45件
生活困窮者自立支援事業
　・延べ相談件数　　373件　
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　119件　貸付件数16件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　　162件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　101件
　・心配ごと相談　　　　　　　 9件
団体助成事業
　・福祉団体　4団体

その他の福祉に関する事業

高齢者・障がい者の福祉に関する事業

地区福祉委員会活動に関する意見交換会

中学生福祉体験教室

あいあい笑顔のつどい

ボランティア養成講座

親子りょうり教室

ボランティアセンター事業（ボランティア意識の高揚、活動への参加を呼びかけ）

平成27年度　主な事業実績報告

障がい児社会見学

心配ごと相談所研修会

社会福祉大会
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　・車椅子　241件　　・歩行器　1件
日常生活自立支援事業
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居宅介護支援事業（要支援、要介護者へのケアプラン作成など）
　・ケアプラン作成　1,510件　　・要介護認定調査　241件
指定障害福祉サービス多機能型事業所「つくしの家」の運営
　・生活介護事業（創作的活動、地域交流、生産活動など）　つくしの家 15名　なかまの部屋 11名
　・就労継続支援B型事業（生産活動、創作的活動、地域交流など）　つくしの家　6名

基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員・特別会員　11,220名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　250名参加
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯の回収及びリサイクル　45件
生活困窮者自立支援事業
　・延べ相談件数　　373件　
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　119件　貸付件数16件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　　162件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　101件
　・心配ごと相談　　　　　　　 9件
団体助成事業
　・福祉団体　4団体
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善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付
（平成２８年３月１日～平成２８年６月１日まで）

亀山市の福祉指数（平成２８年６月１日現在）

市総人口　49,551人　 65歳以上の人口 12,688人（男性 5,644人 女性 7,044人）

世帯数　20,619世帯　 18歳以下の人口   8,944人（男性 4,574人 女性 4,370人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.6％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

発行 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 〒519‒0164 亀山市羽若町545番地 市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578　URL http://kameyama-shakyo.or.jp

●社会福祉センター 3階集会室をリニューアルしました●社会福祉センター 3階集会室をリニューアルしました

●新入職員紹介●新入職員紹介

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
社協だよりは市民の皆様からいただいている会費で発刊しています。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

●熊本地震義援金総額
　　　　 （平成２８年６月１日現在）
●熊本地震義援金総額
　　　　 （平成２８年６月１日現在）

届けよう
みんなの想い

特　集
熊 本 地 震
復興支援活動

特　集
熊 本 地 震
復興支援活動

特　集
熊 本 地 震
復興支援活動

818,419円
長谷川 みずほ（総務係）

【好きなこと】　ショッピング
【ひとこと】　総 務 の 仕 事 の 一 つ

一つを一生懸命頑張ります。窓口
でお気軽に声をかけてください。

　社会福祉センターは、亀山市内の福祉関係者及び団体等に市民交流、健康の増進、教養の向上及びレ
クリエーションの場所としてたくさんの方に利用していただいております。
　平成25年より施設の老朽化に伴い、順次、外壁や館内の空調、トイレ改修、集会室の照明や音響を整
備し、会議用机や椅子を新しくしました。ぜひご利用ください。
住　　所：亀山市若山町7番１号　　収容人数：300名程度
利用時間：午前９時～午後９時30分
＊休館日は国民の祝日並びに12月29日～１月３日まで
詳細または問合せ先
亀山市社会福祉協議会ホームページ 
亀山市社会福祉センター管理人室　☎0595-96-8163

●介護有資格者等再就職研修を開催します●介護有資格者等再就職研修を開催します
　介護の資格を持ちながら介護の仕事をしていない方、研修を受けて、もう一度介護の仕事にもどりませんか。
開催日時：平成28年7月22日（金）、平成28年7月28日（木）、他に施設体験2日間
会　　場：講習…じばさん三重　研修室5（四日市市安島1丁目3番18号）
　　　　　施設体験…三重県内福祉施設　※施設体験の日程と場所は、受講者と相談の上決定します
対　　象：介護の資格をお持ちで、現在福祉・介護の仕事をしていない方
定　　員：30名　参 加 費：無料
今後の予定：◎伊勢会場：10月13日(木)、19日(水)　◎伊賀会場：11月22日(火)、30日(水)
　　　　　　◎中勢会場：平成29年1月18日(水)、27日(金)
お申込みまたは問合せ先
三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター　☎059-227-5160

皆さまからお預かりした温かいお気持ちは全額、日本赤
十字社、共同募金委員会を通して熊本へ送金されます。

亀の会様、亀山高校三九会様、㈱スズカ
様、亀山市立亀山東小学校様、亀山市ボラ
ンティア連絡協議会様

　いよいよ夏本番ですね。
　とあるサロンで、夏ら
しい手作りおやつをいた
だきました。
　簡単にできるのでサロ
ンや地域の集まりでもぜ
ひ、作ってみてください。

＜簡単水まんじゅう＞
材料（６個分）
片栗粉　大さじ４
砂　糖　大さじ２
水　　　４００cc
あんこ　適量
①鍋に 水、片栗粉、砂糖を入れ中火にかけて絶え

ず混ぜる。
②透き通ってきたら水にぬらした容器に少し①を

入れ、中心にあんこを入れ、また①を入れる。
③あら熱が取れたら冷蔵庫で冷やし固め、型から

取り出す。

お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業
のため有効活用させていただきます。厚くお礼
申し上げます。

見て聞いて話して

かめやま 2016.7
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