
亀山市の福祉指数（平成29年9月１日現在）

市総人口　49,605人　 65歳以上の人口 12,904人（男性 5,766人 女性 7,138人）

世帯数　20,922世帯　 18歳以下の人口   8,923人（男性 4,576人 女性 4,347人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.9％
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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

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２9年6月１日～平成２9年9月1日まで）

在宅福祉ネットワーク愛里寿 様、亀の会 様、亀山市ボランティア連絡協議会 様
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。

●職員募集●職員募集

●障がい児交流事業を開催します！●障がい児交流事業を開催します！
日　時：平成29年11月11日（土）

内　容：伊賀の里　モクモク手作りファームで

亀山高校生徒とウィンナー作り教室と

バーベキュー

対象者：市内在住の18歳以下の障がいのある

児童及び家族

定　員：80名　※申込多数の場合、抽選。

参加費：障がい児ご本人　無料

　　　　同行者

　　　　　高校生以上　2,000円

　　　　　中学生以下　1,000円

募集締切：10月31日（火）

問合せ先：地域福祉係　☎82-7985

　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記
念講演を行います。
　一般の皆さまも参加いただけますので、ぜひ
ご来場ください。
日　時：平成29年11月22日（水）
　　　　　13：00～　受付
　　　　　13：30～　開会
開催場所：亀山市文化会館
　　　　　中央コミュニティセンター
　　　　　（亀山市東御幸町63）
講　師：NHK名古屋報道局
　　　　報道部　チーフ・プロデューサー
　　　　板垣　淑子氏
演　題：子どもの貧困の現状について

●第13回社会福祉大会を開催します！●第13回社会福祉大会を開催します！

平成２９年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました平成２９年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました
　皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。今後ともご
理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

◆つくしの家生活支援員

　障害福祉サービス事業所において日中活動の支

援をするお仕事です。

◎時給：940 円（交通費別途）

◎勤務形態：月曜日～金曜日　8：30 ～ 17：15

◎問合せ先：障がい福祉係　☎ 82-9087

◆訪問介護員（登録ヘルパー）

◎資格：介護職員初任者研修修了者

　　　　（旧ヘルパー２級）以上

◎時給：1,100 円（各種手当てあり）

◎勤務形態：勤務日・勤務時間は相談に応じます。

◎問合せ先：在宅福祉係　☎ 97-3911

特集：ふれて学ぶ福祉の場
　　　事業報告　特大号
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幼稚園・保育園・認定子ども園
　加太保育園では、地域の方とそうめん流しを

行いました。

　園児の力では堅い節を取り除くのは大変でし

たが、地域の方と協力して作業に取り組みまし

た。そうめんが上手に流れるとみんなで歓声を

上げながら楽しくいただき、交流を深めまし

た。

小学校
　野登小学校では認知症キッズサポーター養成

講座を行いました。

　認知症の症状や安心できる接し方を寸劇を交

えてわかりやすく学びました。グループワーク

では「認知症が脳の病気だと知って驚きました」

「認知症の人が居たらやさしく声をかけようと

思いました」と沢山の活発な意見が出ました。

高等学校
　亀山高校では亀山市福祉ボランティア基金の

街頭募金運動を行いました。

　生徒が集める基金は福祉ボランティア団体の

日々の活動を支えています。事前にオリエン

テーションを行い具体的な活用方法を学び、し

くみを理解した上で活動に協力していただきま

した。

　参加した生徒からは
「利用者さんと沢山お話しができて楽しかった」
「来年も参加したい」
と感想をいただきました。
　協力していただいた施設からも

「普段生徒と接することのない利用者さんの姿を見
ることができ、施設としても刺激になりました」と
双方にとって良い福祉体験教室となりました。

　　　　 「夏休み中学生福祉体験教室」夏休みの８月21日（月）～25日（金）の５日間を利用し
て、市内24ヶ所の社会福祉施設・事業所において高齢者や障がい者の方々とのふれあい・交流
を通じて福祉に対する理解を深める体験学習を開催しました。市内３中学校（亀山中学校、中
部中学校、関中学校）から延べ157人もの生徒が自主参加してくれました。

　特別養護老人ホーム 亀山愛の里に訪問する
と、生徒さんは利用者さんと一緒にボンドに絵
の具を混ぜながらプラスチック板に絵を描いて
ステンドグラスを作っていました。
　うさぎ亀山では、車椅子体験をしながら散歩
に出かけました。職員さんは「暑くなってきた
ね」「この実も大きくなってきたね」と移りゆく
季節を一緒に感じながら、利用者さんの歩き方
や表情などにさりげなく気を配っていました。

中学校

亀山市では園児から高校生まで幅広い世代が福祉にふれて学んでいます。

広がりをみせる福祉教育広がりをみせる福祉教育広がりをみせる福祉教育ふれて学ぶ
        福祉の場
ふれて学ぶ
        福祉の場
ふれて学ぶ
        福祉の場

ご協力いただいた24施設（順不同）
デイサービスセンター アスプラン亀山、うさぎ亀山介護施設、特別養護老人ホーム 安全の里、特別養護老人ホーム 亀寿苑、

野村きぼう苑デイサービスセンター、亀山老人保健施設、亀山デイサービスセンター、花しょうぶ苑、つくしの家、優の里

デイサービスセンター亀山、さと和デイサービスセンター、グループホーム 宝寿の郷、サテライト型小規模多機能ホーム 

宝寿の郷、小規模多機能ホーム わだのさと、愛の家 グループホーム亀山、グループホーム 白鳥、特別養護老人ホーム 

亀山愛の里、亀寿苑川崎デイアップセンター、プレミアム Day RinRin、グループホーム はなの家、なかまの部屋、

花しょうぶ苑関センター、亀寿苑関デイアップセンター、NPO法人 えん　　　　　ご協力ありがとうございました
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平成28年度　決算報告・事業報告
平成28年４月１日～平成29年３月31日

　平成28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・障害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28年度決算報告

           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 

60,870

11,054

6,482

4,798

3,103

19,755

           　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  

4,710

47,063

48,318

23,548

13,978

243,679

         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

資金貸付事業支出

共同募金配分金事業費

決算額 

172,985

7,822

35,536

1,095

30

6,482

             勘定科目

助成金支出

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  

12,203

1,648

5,878

243,679

　　　　 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  

3,310

693

68,352

27,740

1,019

108

909

49,696

1,095

62,445

433

23,364

239,164

収入内訳

支出内訳（事業別） 支出内訳（科目別）（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

会長就任のご挨拶
社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会

　　　　　　　　 会　長　　楳谷　英一

役員紹介 （平成29年６月28日現在）

上に、経営組織のガバナンス強化、事業運営の透

明性の向上、財務規律の強化、地域における公益

的な取組を実施する責務などが求められることに

なり、社会福祉法人を取り巻く環境も大きく変わ

ろうとしています。

　このような中、地域住民が抱える多様化・複雑

化する福祉課題を解決していくためには、本会が

果たす役割は極めて重要なものであると認識して

おり、現在、社協活動の根幹となる第２次地域福

祉活動計画の策定に取り組んでおるところであり

ます。

　本会が、地域福祉の要として、市民の皆様に

とって身近な存在となり、様々な地域課題の解決

に向け、一緒に考えながら、「地域共生社会」の

実現を目指していきたいと考えております。

　今後も、市民の皆様の信頼と期待に応えられる

よう、役職員一体となって、地域福祉の向上に努

めて参りますので、市民の皆様には、引き続きご

支援、ご協力をお願い申し上げ、会長就任にあたっ

てのご挨拶とさせていただきます。

　この度の亀山市社会福祉

協議会の役員改選に伴い、

理事の皆様方のご推挙とご

賛同を賜りまして、平成29

年６月28日付で、会長とし

て３期目の就任をいたしま

した。引き続き市民の皆様方からのお力添えを賜

りながら、地域福祉の推進に取り組んでいく所存

でございます。

　さて、今日、少子高齢化や核家族化の進展、共

働き世帯やひとり親世帯の増加などに加え、地域

の希薄化や低所得・貧困層の拡大などさまざまな

要因が絡み合い、既存の社会保障や福祉施策によ

る対応だけでは解決が困難になってきております。

　また、改正社会福祉法が施行され、これまで以

会費収入 1.4%

経常経費補助金収入
28.6%

受託金収入 11.6%

負担金収入 0.3%

介護保険収入
20.8%

就労支援
事業収入 0.5%

障害福祉サービス等事業収入
26.1%

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 

9.7%

事業収入 0.4%
貸付事業収入 0.1%

寄付金収入 0.3%

法人運営事業費
24.9%

地域福祉・ボランティア事業費 4.5%
共同募金配分金事業費 2.7%
日常生活自立支援事業 2.0%
資金貸付事業 1.3%

社会福祉
センター管理

8.1%

福祉移送サービス事業費 1.9%

※積立金及び基金の満期による取崩収入、積立による積立支出は除いています。詳細につきましては、本会ホームページに決算書を掲載しています。

訪問介護事業費
19.3%

障害福祉サービス
多機能型事業費

19.9% 人件費支出
71.0%

事務費支出 14.6%

助成金支出 5.0%

固定資産取得支出 0.7%

積立資産支出、その他の活動支出 2.4%
就労支援事業支出
0.4%

資金貸付事業支出 
0.1%

事業費支出 3.2%

共同募金配分金事業費
2.6%

居宅介護支援
事業費 9.7%

生活困窮者自立支援事業費
5.7%

役　　職 氏　　名 選　出　区　分　等

会 長 楳　谷　英　一 学識経験者

副 会 長 伊　藤　ふじ子 学識経験者

副 会 長 豊　田　悦　子 学識経験者

常務理事 古　川　鉄　也 学識経験者

理 事 一　見　八　郎 住民組織の代表者

理 事 内　田　裕　之 住民組織の代表者

理 事 佐　野　滿　枝 民生委員・児童委員の代表者

理 事 小　林　智　子 民生委員・児童委員の代表者

理 事 野　田　明　美 社会福祉事業を経営する団体の代表者

理 事 山　内　秀　喜 地域福祉・ボランティア活動を行う団体の代表者　

理 事 佐久間　利　夫 関係行政機関の職員

理 事 伊　藤　淳　彦 学識経験者

監 事 濱　口　治　男 財務管理について識見を有する者

監 事 後　藤　克　己 社会福祉事業について識見を有する者
－ 3 － － 4 －
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平成28年度決算報告
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支出内訳（事業別） 支出内訳（科目別）（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

会長就任のご挨拶
社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会

　　　　　　　　 会　長　　楳谷　英一

役員紹介 （平成29年６月28日現在）
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役　　職 氏　　名 選　出　区　分　等

会 長 楳　谷　英　一 学識経験者

副 会 長 伊　藤　ふじ子 学識経験者

副 会 長 豊　田　悦　子 学識経験者

常務理事 古　川　鉄　也 学識経験者

理 事 一　見　八　郎 住民組織の代表者

理 事 内　田　裕　之 住民組織の代表者

理 事 佐　野　滿　枝 民生委員・児童委員の代表者

理 事 小　林　智　子 民生委員・児童委員の代表者

理 事 野　田　明　美 社会福祉事業を経営する団体の代表者

理 事 山　内　秀　喜 地域福祉・ボランティア活動を行う団体の代表者　

理 事 佐久間　利　夫 関係行政機関の職員

理 事 伊　藤　淳　彦 学識経験者

監 事 濱　口　治　男 財務管理について識見を有する者

監 事 後　藤　克　己 社会福祉事業について識見を有する者
－ 3 － － 4 －
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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次亀山市地域福祉活動計画策定にかかる調査業務
　・地区懇談会の実施　　　開催地区22地区　延べ参加者　293名
　・団体ヒアリングの実施　11団体　延べ参加者　53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　351名
　・福祉委員新任研修会　参加者　115名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　42名
福祉教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・福祉協力校事業　16校
　・夏休み中学生福祉体験教室　20施設　参加者　延べ143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　　56団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　37団体

　・ボランティアセンター登録　　44団体　延べ695名
　・ボランティア保険の加入　　　100件
　・ボランティアコーディネート　41件
　・ボランティア養成講座（共催：中央公民館）　
　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　28名
　・ボランティア交流会　　　　　参加者　22名
　・災害ボランティア意見交換会　参加者　５名
　・福祉ボランティア基金助成　　９団体

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　266件
住民参加型地域福祉事業
　・子育てサロン助成　　10団体
　・子育てサロン交流会　 ６団体　大人　13名、子ども　８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　50名　延べ運行回数  1,898回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　222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）
　・利用者数　43名　　 派遣回数　747回
成年後見制度の活用促進
　・延べ相談件数　90件
特定・障害児相談支援事業
　・契約者数　46件
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　881件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　119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　9,316件
　②障害者自立支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　4,107件　　・同行援護事業　派遣回数　16件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　　  44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　1,328件　　・要介護認定調査　255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　つくしの家　利用者数　18名　　なかまの部屋　利用者数　10名
　　・就労継続支援B型事業　利用者数　 5名

基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員および特別会員　10,242名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　参加者　200名
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯の回収およびリサイクル　42件
生活困窮者自立支援事業
　・延べ相談件数　370件　
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　83件　　貸付件数　６件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　163件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　79件　　・心配ごと相談　10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

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28年度　主な事業実績報告

＜ふれあい・いきいきサロン助成＞

＜成年後見制度の利用促進＞

＜つくしの家　交流会＞

＜社会福祉大会＞

＜ボランティア養成講座：傾聴＞

＜子育てサロン助成＞

＜地区懇談会の実施＞
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亀山市の福祉指数（平成29年9月１日現在）

市総人口　49,605人　 65歳以上の人口 12,904人（男性 5,766人 女性 7,138人）

世帯数　20,922世帯　 18歳以下の人口   8,923人（男性 4,576人 女性 4,347人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.9％

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　facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

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

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２9年6月１日～平成２9年9月1日まで）

在宅福祉ネットワーク愛里寿 様、亀の会 様、亀山市ボランティア連絡協議会 様
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。

●職員募集●職員募集

●障がい児交流事業を開催します！●障がい児交流事業を開催します！
日　時：平成29年11月11日（土）

内　容：伊賀の里　モクモク手作りファームで

亀山高校生徒とウィンナー作り教室と

バーベキュー

対象者：市内在住の18歳以下の障がいのある

児童及び家族

定　員：80名　※申込多数の場合、抽選。

参加費：障がい児ご本人　無料

　　　　同行者

　　　　　高校生以上　2,000円

　　　　　中学生以下　1,000円

募集締切：10月31日（火）

問合せ先：地域福祉係　☎82-7985

　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記
念講演を行います。
　一般の皆さまも参加いただけますので、ぜひ
ご来場ください。
日　時：平成29年11月22日（水）
　　　　　13：00～　受付
　　　　　13：30～　開会
開催場所：亀山市文化会館
　　　　　中央コミュニティセンター
　　　　　（亀山市東御幸町63）
講　師：NHK名古屋報道局
　　　　報道部　チーフ・プロデューサー
　　　　板垣　淑子氏
演　題：子どもの貧困の現状について

●第13回社会福祉大会を開催します！●第13回社会福祉大会を開催します！

平成２９年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました平成２９年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました
　皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。今後ともご
理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

◆つくしの家生活支援員

　障害福祉サービス事業所において日中活動の支

援をするお仕事です。

◎時給：940 円（交通費別途）

◎勤務形態：月曜日～金曜日　8：30 ～ 17：15

◎問合せ先：障がい福祉係　☎ 82-9087

◆訪問介護員（登録ヘルパー）

◎資格：介護職員初任者研修修了者

　　　　（旧ヘルパー２級）以上

◎時給：1,100 円（各種手当てあり）

◎勤務形態：勤務日・勤務時間は相談に応じます。

◎問合せ先：在宅福祉係　☎ 97-3911

特集：ふれて学ぶ福祉の場
　　　事業報告　特大号

かめやま
2017.10

第51号


