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ー西日本豪雨災害　復興支援活動ー

「届けよう、わたしたちにできること」
　平成30年台風７号に伴う大雨災害により、西日本を中心に河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生し甚
大な被害が出ました。災害の発生を受け、亀山市からできることはないかという思いから、亀山社協では
マックスバリュみずほ台店前にて７月30日（月）～８月３日（金）までの５日間にわたり街頭募金活動を行
いました。また、ひとりひとりができることを活かし様々なご協力を頂きました。

亀山市福祉ボランティア団体「亀山朗読奉仕会」
　普段は市内の視覚障がい者の方に向けて「広報かめやま」や
「社協だより」など刊行物の音訳、録音図書の作成を中心に
活動しています。今回、街頭募金用アナウンスの吹き込みを
行いました。「声」という形でお役に立ててよかったです。

亀山市からも災害ボランティアが駆けつけました。
【みどり町在住：岡田義昭 さん】
　市内から数名自主的にボランティア活動に参加したうちの１
人です。私は、亀山市と災害時応援協定を結んでいる岡山県高
梁市の活動に参加しました。
　酷暑の中の活動となりましたが、被災された方から「毎日の
作業で疲れた。皆さんが来てくれると作業も進むし、元気にな
れる。ありがとう。」とお声をいただきました。活動の中で笑
顔を見られ、とても嬉しく思いました。

亀山市民生委員児童委員協議会連合会
【会長：丸橋　勲 さん】
　日頃、地域の身近な相談相手として市内98名が活動してい
ます。今回、亀山社協と共に連合会役員が５日間街頭募金を行
い、皆さんの災害に対する関心の高さを知り、改めて人の温か
さ、つながりの大切さを感じることができました。

様々な形でたくさんのご協力ありがとうございました。
お預かりした義援金は中央共同募金会を通して被災地へ届けられます。
引き続きご支援、ご協力お願いします。

平成29年度　決算報告・事業報告
平成29年４月１日～平成30年３月31日

　平成29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　
ともに暮らせる　ふくしのまち」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29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 

63,832

13,300

6,593

5,009

2,069

10,238

           　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  

4,944

43,554

47,201

20,128

14,041

230,909

         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 

168,854

8,054

25,603

956

30

6,593

             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  

14,507

167

6,145

230,909

　　　　 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  

3,540

1,530

77,649

28,359

1,014

27

860

45,959

956

59,393

274

9,080

228,641

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 1.5%

経常経費補助金収入
33.9%

受託金収入
12.4%

負担金収入 0.4%

介護保険収入
20.1%

就労支援
事業収入 0.4%

障害福祉サービス等事業収入
26.0%

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 4.0%

事業収入 0.4%
貸付事業収入 0.1%

寄付金収入 0.7%

法人運営事業
27.6%

地域福祉・ボランティア事業 5.8%
共同募金配分金事業 2.9%
日常生活自立支援事業 2.1%
資金貸付事業 0.9%

社会福祉センター管理事業
4.4%福祉移送サービス事業 2.1%

※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
18.9%

障害福祉サービス
多機能型事業　

20.5% 人件費支出 73.1%

事務費支出 11.1%

助成金支出 6.0%

固定資産取得支出 0.1%

積立資産支出、その他の活動支出 2.7%
就労支援事業支出
0.5%

資金貸付事業支出 
0.1%

事業費支出 3.5%

共同募金配分金事業費
2.9%

居宅介護支援
事業 8.7%

生活困窮者自立支援事業
6.1%
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平成29年度　主な事業実績報告

地域・ボランティアに関する事業
第２次亀山市地域福祉活動計画の策定
　・第２次亀山市地域福祉活動計画策定委員会　３回
　・職員研修の実施
　・地域福祉講演会の実施　参加者　140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　　356名
　・福祉委員新任研修会　　参加者　113名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　参加者　41名
福祉教育推進助成事業
　・福祉教育推進校（園）　16校、19園
　　　モデル指定校（園）　　2校、　1園　
　・夏休み中学生福祉体験教室　2２施設　参加者　延べ154名
サロン活動推進事業
　・サロン活動推進助成事業
　　ふれあい・いきいきサロン　80団体
　　子育てサロン　　　　　　　 8団体
　　コミュニティサロン　　　　 8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　     　　45団体　697名
　・ボランティア保険の加入        　 　　117件
　・ボランティアコーディネート　　 　   26件
　・ボランティア講座　　　 　　参加者　36名
　・ボランティア交流会     　　　参加者　23名
　・福祉ボランティア基金助成　　   　　9団体
　・災害ボランティアセンター広域連携訓練参加
団体助成事業
　・高齢者福祉団体　　　1団体
　・児童福祉団体　　　　2団体
　・障がい者福祉団体　　4団体
　・低所得者支援団体　　2団体
　・多文化共生支援団体　2団体
歳末たすけあい援護事業
　・生活保護世帯　177件
　・要援護世帯　　259件
　・障がい児者　　129件 ＜ボランティア養成講座＞

＜ふれあい・いきいきサロン＞

＜地域福祉講演会＞

＜モデル校授業風景＞
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相談・支援に関する事業
総合相談事業
　・心配ごと相談所　相談件数　80件（元公証人による法律相談含む）
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　　　47名　　 支援回数　1,084回
成年後見制度の活用促進
　・延べ相談件数　　70件
生活困窮者自立支援事業
　・延べ相談件数　512件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　60件　貸付件数　1件

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　54件
訪問介護サービス事業（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　8,069回
　・障害者総合支援制度
　　居宅介護事業　　　派遣回数　3,913回
　　地域生活支援事業　派遣回数　　 　8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　1,312件　　・要介護認定調査　195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 10名
　・就労継続支援B型事業　　　利用者数　5名

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　11,072名
社会福祉大会の開催
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　200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　52名　　延べ運行回数　1,602回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　 266件　　・歩行器　2件
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
社会福祉センターの運営
　・年間利用人数（３階集会室）　10,367名 ＜移送サービス・車いす・歩行器の貸出＞

＜つくしの家・なかまの部屋交流会＞

＜総合相談窓口＞

＜社会福祉大会＞
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●平成31年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します

●新入職員紹介

●�平成３０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。

●第14回社会福祉大会を開催します

善 意 の 寄 付（平成30年6月1日～平成30年9月1日）
福西　高弘様、櫻井　潤一様、清和友の会様
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頂きます。厚くお礼申し上げます。

赤塚　真奈美（地域包括ケア推進係）
【好きなこと】愛猫と遊ぶこと
【ひとこと】 焦らず自分のペース

で頑張ります。
　　　　　  地 域 包 括 支 援 セ ン

ターきずなにいます。
お気軽に声を掛けて
くださいね！

　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。

●採用人数／１名程度
●応募資格／次のすべての項目に該当する方
　（１） 心身ともに健康で、社会福祉の仕事や

障がい児・者に理解のある方
　（２） 社会福祉士、介護支援専門員いずれかの

資格を有する方（平成31年３月31日ま
でに資格取得見込みの者を含む）

　（３） 普通自動車運転免許を所有の方または
採用時までに取得見込みの方

　（４）通勤可能な方

　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／平成30年11月21日（水）
　　　13:00～受付　13:30～開会
場所／亀山市文化会館
　　　中央コミュニティセンター
演題／ ひきこもり支援から見えた

地域福祉の可能性
講師／社会福祉法人
　　　藤里町社会福祉協議会
　　　会長　菊池　まゆみ氏

市総人口　49,672人　65歳以上の人口　13,051人（男性5,848人　女性7,203人）

世帯数　21,289世帯　18歳以下の人口　　 8,871人（男性4,578人　女性4,293人）

　　　　　　　　　　　高齢化率　26.2％　　　　　　　　　　　　　　　　　  

亀山市の福祉指数（平成30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。

秋田県藤里町の取り組みをま
とめた『引きこもり町おこし
に発つ』が12年に刊行され話
題に。テレビ、新聞にも多く
取り上げられています。

●試験の日時・場所など
　日時…平成30年11月24日（土）午前９時～
　場所…市総合保健福祉センターあいあい
　試験科目… 小論文、事務適性検査、職場適応性検査、

口述（面接）試験
●受付期間
　平成30年10月１日（月）～平成30年10月31日（水）
　午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日を除く）
　※郵便による申し込みは、10月31日（水）必着
●採用予定日／平成31年４月１日
●申込書の請求・提出、問い合わせ先
　亀山市社会福祉協議会 総務係 TEL 0595-82-7985
※詳しくは社協ホームページをご覧ください。


