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みなさまのお
かげで

　さまざまな
事業を行うこ

とができまし
た。　　ありがと

うの気持ち。伝えたい。



平成30年度　決算報告・事業報告
平成30年４月１日～平成31年３月31日

　平成30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30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

福祉移送サービス事業

決算額 

68,710

10,718

6,704

4,879

2,008

11,015

4,221

           　事業名　

訪問介護事業

障害福祉サービス事業

居宅介護支援事業

地域包括支援事業

生活困窮者自立支援事業

合計

決算額  

33,516

45,917

11,663

71,362

13,593

284,306

         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

助成金支出

決算額 

195,222

7,652

58,361

608

40

6,422

8,572

             勘定科目

分担金支出・負担金支出

固定資産取得支出

ファイナンスリース債務の返済支出

積立資産支出、その他の活動支出

合計

決算額  

64

1,342

760

5,263

284,306

　　　　 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  

3,459

759

68,128

79,476

1,071

84

563

57,748

608

59,397

115

14,018

285,426

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）

会費収入 1.2%

経常経費補助金収入
23.9%

受託金収入
27.8%

負担金収入 0.1%

介護保険収入
20.2%

就労支援
事業収入 0.2%

障害福祉サービス等事業収入
20.8%

受取利息配当金収入
0.1%

積立預金取崩収入・その他の収入 4.9%

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
24.2%

地域福祉・ボランティア事業 3.8%
共同募金配分金事業 2.4%
日常生活自立支援事業 1.7%
資金貸付事業 0.7%

社会福祉センター管理事業
3.9%福祉移送サービス事業

1.5%

※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
11.8%

障害福祉サービス事業　
16.1%

地域包括支援事業　
25.0%

人件費支出 68.6%

事務費支出 20.5％

助成金支出 3.0%
その他の支出 0.1%

ファイナンスリース債務の返済支出 0.3%
固定資産取得支出 0.5%

積立資産支出、その他の活動支出 1.8%
就労支援事業支出
0.2%

資金貸付事業支出 
0.1%

事業費支出 2.7%

共同募金配分金事業費
2.2%

居宅介護支援事業
4.1%

生活困窮者自立支援事業
4.8%

　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、令和元年6
月27日付で、会長として4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。
　さて近年、少子高齢化社会の進行や生活困窮
者や子どもの貧困など格差社会の深刻化、さら
には自然災害の発生などにより、多種多様な支
えが必要とされており、身近な相談窓口として
機能・体制の強化が求められています。

　このような中、平成30年度よりCSW(コミュ
ニティソーシャルワーカー）を配置し、地域住民
が抱える多様化・複雑化する福祉課題に対応で
きるよう日々取り組んでいます。さらには今年
度より第一層の生活支援コーディネーターを地
域包括支援センター内に配置し、地域に根ざし
た総合的・包括的な相談支援体制の構築に向け、
取り組んでまいります。
　また、平成31年4月1日に本会の法人使命・経
営理念・組織運営方針を定め、地域福祉を推進す
る中核的な団体として、より一層地域共生社会
の実現に向けた地域づくりの推進に努めていく
所存でございます。
　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。

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　　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 藤本　高尚 学識経験者

理 事 一見　八郎 住民組織の代表者

理 事 丸橋　　勲 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 紀平　雅司 社会福祉事業を経営する
団体の代表者

理 事 安田　　正 地域福祉・ボランティア
活動を行う団体の代表者

理 事 伊藤　誠一 関係行政機関の職員

理 事 井分　信次 関係行政機関の職員

理 事 今西いせ子 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 龍華　弘道 社会福祉事業について
識見を有する者

新 役 員 紹 介 （令和元年６月27日現在） 社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会
使命・経営理念・組織運営方針

（平成31年4月1日　制定）
●使　命
　亀山市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的
な団体として、地域共生社会の実現に向けた地域づくり
を推進することを使命とする。

●経営理念
　 亀山市社会福祉協議会は、この使命を達成するために、
以下の経営理念に基づき事業を展開する。

①住民参加・協働による地域共生社会の実現
②地域における利用者本位の福祉サービスの実現
③地域に根ざした総合的・包括的な支援体制の実現
④地域の課題解決に向けた公益的な取り組みの実践
⑤地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへの挑戦

●組織運営方針
　亀山市社会福祉協議会は、「社会福祉を目的とする事業
を経営する者」と「社会福祉に関する活動を行う者」が参加
する公益性の高い非営利・民間の福祉団体として、その使命
と経営理念を実現するために、以下により組織運営を行う。

① 地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正
さの確保を図るとともに、情報公開や説明責任を果たす。

②事業の展開にあたって、住民参加を徹底する。
③ 事業評価を適切に行い、効率的かつ安定的な事業経営を行う。
④ 全ての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守する。
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介護保険収入
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就労支援
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日常生活自立支援事業 1.7%
資金貸付事業 0.7%

社会福祉センター管理事業
3.9%福祉移送サービス事業
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※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。
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11.8%
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16.1%
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生活困窮者自立支援事業
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平成30年度　主な事業実績報告
地域の福祉に関する事業
第２次亀山市地域福祉活動計画の推進
　・亀山市地域福祉計画推進委員会　１回
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　84名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　27名
福祉教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・福祉教育推進校（園）　　　　16校　19園
　　※このうちモデル校（園）　　２校　１園
　・夏休み中学生福祉体験教室　21施設　参加者　延べ134名
サロン活動推進助成事業
　・ふれあい・いきいきサロン　91団体
　・子育てサロン　　　　　　　８団体
　・コミュニティサロン　　　　14団体  
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）
　・ボランティアセンター登録　　47団体　747名
　・ボランティア保険の加入　　　 118件
　・ボランティアコーディネート　  34件
　・ボランティア養成講座　　　　参加者　 44名
　・ボランティア交流会　　　　　参加者　 21名
　・福祉ボランティア基金助成　　７団体
　・災害ボランティアセンター設置訓練（研修会）の実施
団体助成事業
　・高齢者福祉団体　　　３団体
　・児童福祉団体　　　　２団体
　・障がい者福祉団体　　３団体
　・低所得者支援団体　　２団体
　・多文化共生支援団体　１団体
歳末たすけあい援護事業
　・生活保護世帯　161件　　・要援護世帯　　291件
　・障がい児・者　137件
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の配置
　・新規相談件数　 82件　　・延べ相談件数　449件

相談・支援に関する事業
総合相談事業
　・心配ごと相談　　　　相談件数　106件
　・社協による法律相談　相談件数　 33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　42名　　　支援回数　1,052回
生活困窮者自立支援事業
　・延べ相談件数　548件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　39件　貸付件数　０件
緊急食糧等提供事業
　・提供件数　74件

＜モデル校授業風景＞

＜ボランティア養成講座＞

＜ CSW の配置＞

＜総合相談窓口＞
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福祉サービス事業
特定・障害児相談支援事業（障がい者（児）へのサービス等利用計画の作成など）
　・契約者数　90件
訪問介護事業（ホームヘルパーによる身体介護、生活援助）
　・介護保険制度
　　訪問介護事業　派遣回数　7,022回
　　介護予防・日常生活支援総合事業　派遣回数　1,286回　　　　　　　　　　　　　　　
　・障害者総合支援制度
　　居宅介護事業　　　派遣回数　3,376回
　　地域生活支援事業　派遣回数　   12回
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　674件　　
　・要介護認定調査　  17件
指定障害福祉サービス生活介護事業所「つくしの家」の運営
　・生活介護事業　つくしの家　　利用者数  23名　
　　　　　　　　　なかまの部屋　利用者数  10名

地域包括支援センター事業
包括的支援事業
　・総合相談支援　2,997件
権利擁護
　・成年後見制度の活用促進　新規相談件数　21件　延べ相談件数108件
　・高齢者虐待相談　　　　　新規相談件数　10件　延べ対応件数 22件
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
　・ケアマネジメント支援　相談件数　６件
　・居宅介護支援事業所連絡会の開催　４回
　・地域密着型サービス事業所連絡会の開催　10回
　・認知症初期集中支援チーム　個別相談、介入　７件
　　認知症関係会議　３回
　・認知症サポーター養成講座　11回
地域ケア会議の開催
　・地域包括・在宅介護支援センター・社会福祉協議会連絡会議　12回
　・個別ケア会議　４回
指定介護予防支援事業
　・予防支援件数　　　　　　　　　3,172件
　・総合事業ケアマネジメント件数　2,137件

その他の福祉に関する事業
基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員・特別会員　10,591名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　約150名参加
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　45名　延べ運行回数　1,723回
介護機器貸出事業
　・車椅子　206件
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯回収益金　40,078円
社会福祉センターの運営
　・年間利用人数（３階集会室）　10,297名

＜つくしの家・なかまの部屋 スポーツ大会＞

＜社会福祉大会＞

＜認知症サポーター養成講座＞

＜居宅介護支援事業所連絡会＞

－４－



●ちょこボラ※講座開催します！●おやこハロウィンフェスティバル♪

善 意 の 寄 付（令和元年６月１日～９月１日まで）
櫻井　潤一 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頂きます。厚くお礼申し上げます。

市総人口　49,707人　65歳以上の人口 13,169人（男性5,883人 女性7,286人）

世帯数　21,555世帯　18歳以下の人口  8,848人（男性4,566人 女性4,282人）

　　　　　　　　　　　高齢化率 26.5％　　　　　　　　　　　　　　　　　  

亀山市の福祉指数（令和元年９月１日現在）

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
☎ 0595－82－7985　FAX 0595－83－1578　
公式HP http://kameyama-shakyo.or.jp　
facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

　日常生活でのちょっとした困りごとに対応
できる地域での助け合い・支え合いのしくみ
があったらいいな、と思いませんか？
　お気軽にご参加ください！
日　時：令和元年11月15日（金）
　　　　10：00～11：30
場　所：総合保健福祉センター あいあい
　　　　２階　大会議室
講　師：昼生地区まちづくり協議会
　　　　フレンドサービス事務局
　　　　田名瀬　寛之　氏
参加費：無料
申込先：地域福祉係
　　　　☎0595-82-7985

　子育て支援「かめのこ」と共催で、子育て
親子ふれあい事業を開催します。
　ぜひ親子で楽しい時間を過ごしましょう！
日　時：令和元年10月27日（日）
　　　　11：00～15：00（10：45～ 受付）
場　所：総合保健福祉センター あいあい
　　　　２階　教養娯楽室
参加費：無料
※軽食付き(飲み物はもってきてね☆)
対　象：低学年までの親子　先着100名まで
申込先：子育て支援「かめのこ」
　　　　☎0595-82-9755
締　切：令和元年10月19日（土）
　　　　午後６時まで

●第15回社会福祉大会を開催します

●令和元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

　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。一般の皆さまのご参加も
できますので、ぜひご来場ください。
日　時：令和元年11月１日（金）
　　　　13：30～ （13：00～ 受付）
場　所：亀山市文化会館
　　　　中央コミュニティセンター
演　題： ユニバーサルマナーから伝わる
　　　　「ふだんの　くらしの　しあわせ」

　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。

講　師：株式会社ミライロ
　　　　一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会
　　　　原口　淳　氏
講師紹介：
生まれつきの視覚障がい
により全盲。高齢者や障が
い者への向き合い方「ユニ
バーサルマナー」の講師の
傍ら、NHKのバラエティ番
組にも出演しています。

※ちょこっとボランティアの略

仮装で
参加OK!


