
善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２７年３月１１日～平成２７年６月１０日まで）

㈱スズカ 様　　㈱三重平安閣 鈴鹿支社 様　　在宅福祉ネットワーク 愛里寿 様

亀山市の福祉指数（平成27年6月１日現在）
市総人口　49,844人　 65歳以上の人口 12,433人（男性 5,528人 女性 6,905人）

世帯数　20,653世帯　 18歳以下の人口   8,940人（男性 4,548人 女性 4,392人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.9％

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

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。

●布生地おゆずりします●布生地おゆずりします
紳士服用の布生地を無料でおゆずりします。
布生地は四日市の企業様から寄贈していただきました。
小物やスカート、ベストなど手作りしてみませんか。
●日　時　平成27年７月17日（金）　
　　　　　13時30分～15時00分
●場　所　市総合保健センター「あいあい」２階大会議室　
●主　催　在宅福祉ネットワーク　愛里寿
●問合せ　亀山市ボランティアセンター
　　　　　TEL 0595-82-7985
当日は亀山市ボランティア基金の募金箱を設置します。
募金にご協力をお願いします。

●ボランティア養成講座を開催
　しました。（共催）市中央公民館
●ボランティア養成講座を開催
　しました。（共催）市中央公民館

●新入職員紹介●新入職員紹介

【好きなこと】ラクロス
【ひとこと】つくしの家で利用者の皆さんと毎日奮
闘しています。よろしくお願いします。

【好きなこと】食べ歩き
【ひとこと】ボランティアやサロンの担当になり
ました。笑顔で頑張ります。

障がい福祉係
つくしの家

服部　大樹
（はっとり　だいき）

地域福祉係

待田　夏美
（まちだ　なつみ）

　６月11日（木）「あいあい」工作室にてボラン
ティア養成講座を開催し、13名の方が参加されまし
た。亀山自助具の会「ピノキオ」のメンバーの指導
で、遠くのものを引き寄せたり、押し出したりでき
る道具、リーチャーを作成しました。
　参加者からは「近所の方や身内にも自助具のこと
を教えてあげたい。」「自助具の会ではその人を助
けるために、オンリーワンの道具を手作りしている
のがわかった。」という声がありました。

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。

つくしの家利用者作品の
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貸付事業収入  
340千円（0.20%）

ボランティア事業費 
552千円（0.24%）

－ 1 － － 2 －

平成26年度一般会計収入支出決算報告 平成26年４月１日～平成27年３月31日

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会 平成26年度　決算報告・事業報告生活に困ったら…

まずは何
でも相談してください。

生活困窮者自立支援事業が始まりました。
特  集

亀山市総合保健福祉センター あいあい内　１番窓口
亀山市社会福祉協議会 （地域福祉係） 電話 ８２－７９８５

私たちが支えます。いっしょに考えましょう

相談支援員　藏藤 光慶 主任相談支援員　濵北 幸晴 家計相談員　山口 恭子

失業や債務の返済などでお困りの方を対象として、相談者の状況に応じて就労に関する
お手伝いや家計の見直しに関するお手伝いなど、自立に向けた相談支援を行います。

収入が不安定 借金がある

住むところがない

働きたくても
病気で働けない

家賃が払えなくて
家を追い出されそう

仕事が
見つからない

収入総額
198,840千円

支出総額
234,768千円

秘密
厳守

相談
無料

寄付金収入 
488千円（0.20%）

共同募金配分金収入 
6,632千円（3.30%）

負担金収入 
889千円（0.40%）

利用料収入 
9.804千円（4.90%）

助成金収入 
573千円（0.30%）

雑収入
1,369千円
（0.70%）

積立預金取崩収入・その他の収入
29,494千円（14.80%）

事業収入 
279千円
（0.10%）

介護保険収入 
30,608千円（15.40%）

共同募金配分金事業費 
6,719千円（2.86%）

地域福祉事業費
3,782千円（1.61%）

地域福祉
権利擁護事業
3,963千円（1.69%）

社会福祉センター管理
36,686千円（15.63%）

基金事業費
40,575千円（17.28%）

資金貸付事業費
3,289千円（1.40%）

経理区分間繰入金収入
37,235千円（18.70%）

会費収入
3,424千円（1.70%）



貸付事業収入  
340千円（0.20%）

ボランティア事業費 
552千円（0.24%）

－ 1 － － 2 －

平成26年度一般会計収入支出決算報告 平成26年４月１日～平成27年３月31日

当期資金収支差額 △35,928千円＋前期未支払資金残高 57,813千円＝当期未支払資金残高 21,885千円
収入総額 198,840千円－支出総額 234,768千円＝当期資金収支差額 △35,928千円

　平成26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。

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会 平成26年度　決算報告・事業報告

平成26年４月１日～平成27年３月31日
生活に困ったら…

まずは何
でも相談してください。

生活困窮者自立支援事業が始まりました。
特  集

亀山市総合保健福祉センター あいあい内　１番窓口
亀山市社会福祉協議会 （地域福祉係） 電話 ８２－７９８５

私たちが支えます。いっしょに考えましょう

相談支援員　藏藤 光慶 主任相談支援員　濵北 幸晴 家計相談員　山口 恭子

失業や債務の返済などでお困りの方を対象として、相談者の状況に応じて就労に関する
お手伝いや家計の見直しに関するお手伝いなど、自立に向けた相談支援を行います。

収入総額
198,840千円

支出総額
234,768千円

秘密
厳守

相談
無料

寄付金収入 
488千円（0.20%）

経常経費補助金収入
69,915千円（35.2%）

受託金収入 
7,300千円（3.70%）

共同募金配分金収入 
6,632千円（3.30%）

負担金収入 
889千円（0.40%）

利用料収入 
9.804千円（4.90%）

助成金収入 
573千円（0.30%）

雑収入
1,369千円
（0.70%）

受取利息配当金収入
490千円（0.20%）

法人運営事業費
54,754千円（23.32%）

積立預金取崩収入・その他の収入
29,494千円（14.80%）

事業収入 
279千円
（0.10%）

介護保険収入 
30,608千円（15.40%）

共同募金配分金事業費 
6,719千円（2.86%）

地域福祉事業費
3,782千円（1.61%）

地域福祉
権利擁護事業
3,963千円（1.69%）

社会福祉センター管理
36,686千円（15.63%）

基金事業費
40,575千円（17.28%）

訪問介護事業費
84,448千円（35.97%）

資金貸付事業費
3,289千円（1.40%）

経理区分間繰入金収入
37,235千円（18.70%）

会費収入
3,424千円（1.70%）



－ 3 － － 4 －

地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進
　・亀山市地域福祉講演会　参加者　100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  25地区   　
　・福祉委員　　　　　　　　　　338名
　・福祉委員新任研修会　参加者　106名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　69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　16施設　参加者　延べ138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　　45団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　37団体　58名

・ボランティアセンター登録　　41団体　712名
・ボランティア保険の加入　　　76件
・ボランティアコーディネート　38件
・ボランティア養成講座（共催：中央公民館）　
　　　　　　　　　　　　　　　参加者　延べ22名
・ボランティア交流会　参加者　15名
・災害ボランティア意見交換会　参加者　6名
・福祉ボランティア基金助成　　8団体

子育て応援！はじめての親子りょうり教室
　・参加者　31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　261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　6団体　15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  1,927回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　262件　　・歩行器　2件
地域福祉権利擁護事業（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　36名　　 派遣回数　751回
あいあい笑顔のつどい（２地区に分け開催）
　・参加者　196名
障がい児社会見学
　・参加者　91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
安心見守り訪問事業（75歳以上ひとり暮らしを対象）
　・訪問件数　858件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　106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　9,852件
　②障害者自立支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　3,602件
　　・同行援護事業　　　派遣回数　　　3件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　　310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）
　・給付管理　1,599件　　・要介護認定調査　288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）　利用者数　　　　25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）　利用者数　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　10,339名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　215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　31件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　186件　貸付件数17件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　140件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　113件
　・心配ごと相談　　　　　　　16件

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

亀山市地域福祉講演会

認知症サポーター養成講座

あいあい笑顔のつどい

ボランティア養成講座

子育てサロン交流会

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26年度　主な事業実績報告

障がい児社会見学

つくしの家絵画展

心配ごと相談所視察研修

社会福祉大会



－ 3 － － 4 －

地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進
　・亀山市地域福祉講演会　参加者　100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  25地区   　
　・福祉委員　　　　　　　　　　338名
　・福祉委員新任研修会　参加者　106名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　69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　16施設　参加者　延べ138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　　45団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　37団体　58名

・ボランティアセンター登録　　41団体　712名
・ボランティア保険の加入　　　76件
・ボランティアコーディネート　38件
・ボランティア養成講座（共催：中央公民館）　
　　　　　　　　　　　　　　　参加者　延べ22名
・ボランティア交流会　参加者　15名
・災害ボランティア意見交換会　参加者　6名
・福祉ボランティア基金助成　　8団体

子育て応援！はじめての親子りょうり教室
　・参加者　31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　261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　6団体　15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  1,927回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　262件　　・歩行器　2件
地域福祉権利擁護事業（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　36名　　 派遣回数　751回
あいあい笑顔のつどい（２地区に分け開催）
　・参加者　196名
障がい児社会見学
　・参加者　91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
安心見守り訪問事業（75歳以上ひとり暮らしを対象）
　・訪問件数　858件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　106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　9,852件
　②障害者自立支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　3,602件
　　・同行援護事業　　　派遣回数　　　3件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　　310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）
　・給付管理　1,599件　　・要介護認定調査　288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）　利用者数　　　　25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）　利用者数　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　10,339名
社会福祉大会の開催   
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　215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　31件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　186件　貸付件数17件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　140件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　113件
　・心配ごと相談　　　　　　　16件

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

亀山市地域福祉講演会

認知症サポーター養成講座

あいあい笑顔のつどい

ボランティア養成講座

子育てサロン交流会

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26年度　主な事業実績報告

障がい児社会見学

つくしの家絵画展

心配ごと相談所視察研修

社会福祉大会
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亀山市の福祉指数（平成27年6月１日現在）
市総人口　49,844人　 65歳以上の人口 12,433人（男性 5,528人 女性 6,905人）

世帯数　20,653世帯　 18歳以下の人口   8,940人（男性 4,548人 女性 4,392人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.9％
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再生紙を使用しています。
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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。

●布生地おゆずりします●布生地おゆずりします
紳士服用の布生地を無料でおゆずりします。
布生地は四日市の企業様から寄贈していただきました。
小物やスカート、ベストなど手作りしてみませんか。
●日　時　平成27年７月17日（金）　
　　　　　13時30分～15時00分
●場　所　市総合保健センター「あいあい」２階大会議室　
●主　催　在宅福祉ネットワーク　愛里寿
●問合せ　亀山市ボランティアセンター
　　　　　TEL 0595-82-7985
当日は亀山市ボランティア基金の募金箱を設置します。
募金にご協力をお願いします。

●ボランティア養成講座を開催
　しました。（共催）市中央公民館
●ボランティア養成講座を開催
　しました。（共催）市中央公民館

●新入職員紹介●新入職員紹介

【好きなこと】ラクロス
【ひとこと】つくしの家で利用者の皆さんと毎日奮
闘しています。よろしくお願いします。

【好きなこと】食べ歩き
【ひとこと】ボランティアやサロンの担当になり
ました。笑顔で頑張ります。

障がい福祉係
つくしの家

服部　大樹
（はっとり　だいき）

地域福祉係

待田　夏美
（まちだ　なつみ）

　６月11日（木）「あいあい」工作室にてボラン
ティア養成講座を開催し、13名の方が参加されまし
た。亀山自助具の会「ピノキオ」のメンバーの指導
で、遠くのものを引き寄せたり、押し出したりでき
る道具、リーチャーを作成しました。
　参加者からは「近所の方や身内にも自助具のこと
を教えてあげたい。」「自助具の会ではその人を助
けるために、オンリーワンの道具を手作りしている
のがわかった。」という声がありました。

つくしの家利用者作品の
コラージュ

特  集

生活困窮者
自立支援事業

幸
せ
の

仕
掛け、ここにあります。

かめやま
2015
7.1
第42号


