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平成25年度は次のよう　　な事業に取り組みます

地域での福祉活動を推進していくために
・地域福祉活動計画推進委員会などの開催
・校区社協活動の支援・助成
・みんなでつくる絆交流事業の支援（P４に掲載）
・福祉ネットワークづくりの支援
・ふれあい・子育てサロン事業の支援・助成（P５に掲載）
・町内会などへの地域福祉活動助成
・地域福祉支援員活動事業
・福祉サービス利用支援事業
・福祉功労者の表彰（P４に掲載）
・各種福祉団体への運営費助成
・共同募金運動への協力

ボランティア活動の推進のために
・各種ボランティア講座の開催
・「ボランティアでまちを美しく」事業（P６に掲載）
・わくわく福祉交流フェアの開催（市と共催）
・ボランティア推進校の支援・表彰
・サマーボランティア体験事業
・青少年ボランティア活動記録集の作成
・児童・生徒のふれあいボランティア活動事業
・（新）学生ボランティア活動推進
・（新）高齢者いきいきポイント推進事業（市から受託）
・（新）ボランティア啓発用ベスト作製
・（新）８・６水害20周年災害ボランティア訓練

高齢者や障害者の方々のために
・介護講習会事業
・高齢者への安全杖の有償提供事業
・福祉機器リサイクル事業（P６に掲載）
・障害者ＩＴ講習会
・ゆうあい訪問給食事業
・心をつなぐ訪問給食事業
・愛のふれあい会食事業
・生きがい対応型デイサービス事業
・ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業
・生活支援ホームヘルプサービス事業

歳末たすけあい配分金事業
・在宅の寝たきりの高齢者へ見舞品を贈呈
・在宅の重度中度心身障害児へ見舞金を贈呈

貸付事業（市役所分室、谷山分室、吉田・桜島・
喜入・松元・郡山支部）
・生活福祉資金貸付事業 ( 県社協から受託 )
・小口融資資金貸付事業

社協の事業を知っていただくために
・広報紙「社協だより」の発行
・社協だより音声テープ版の発行
・社協出前講座
・社協ホームページのリニューアル

１．地域福祉活動の推進

地域福祉活動計画推進委員会などの開催
「第３次地域福祉活動計画」の策定に向け、委員
会、幹事会等を開催いたします。

サマーボランティア体験事業
児童生徒に「福祉の心」を育むため、夏休み期間に福
祉施設等でのボランティア体験の機会を提供します。

社協出前講座
職員が市民の皆様の会合等に出向き、社協の事業
について説明します。

介護講習会事業
校区社協が主催する介護技術の実用的な講習会に、
講師派遣等の支援を行います。
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会費収入
13,000（0.8%）

寄付金収入
8,400（0.5%）

共同募金配分金収入
 38,090（2.3%）

負担金・雑収入
など諸収入
146,259（8.8%）

補助金収入
212,760（12.9%）

介護保険等収入
275,554（16.7%）

受託金収入
958,183（58.0%）

介護認定調査事業
229,607（13.9%）

介護保険関係事業
261,533（15.8%）

地域福祉活動推進事業
115,077（7.0%）

福祉サービス利用支援事業
3,135（0.2%）

福祉資金貸付事業
20,022（1.2%）

法人運営事業
218,994（13.3%）

施設運営事業等
755,885（45.8%）

ボランティア活動振興事業
46,921（2.8%）

 

 

＜収　入＞ ＜支　出＞

収入
1,652,246

支出
1,651,174

平成25年度は次のよう　　な事業に取り組みます

介護保険法関係事業
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業 （介護予防を含む）
・訪問入浴介護事業（介護予防を含む）
・通所介護事業 （介護予防を含む）
・介護認定調査事業

障害者総合支援法関係事業
・障害者居宅介護事業
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護）
・重度身体障害者等入浴事業
・地域活動支援センター事業

・ボランティアセンター

・福祉コミュニティセンター

・地域福祉館41館
・心身障害者総合福祉センター

（地域活動支援センター）

・高齢者福祉センター

（与次郎・東桜島・谷山・吉野・桜島・郡山）

・吉田福祉センター

２．介護保険・障害者総合支援事業

３．各種施設の管理・運営

会計区分 収入 支出

一般会計 1,652,246 1,651,174

（単位：千円）

平成25年度　予算の内容

訪問入浴介護事業
移動入浴車で自宅に伺い、室内に浴槽を持ち込ん
で温泉による入浴サービスを提供します。

高齢者福祉センターの管理運営
施設の適切な管理運営に努めるとともに、利用者
の健康・生きがいづくりのため特色ある講座を行
います。
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福祉功労者表彰式を開催しました
　２月16日（土）に市民福祉プラザ５階大会議室にて、松木園

副市長、仮屋市議会議長をはじめ関係の皆様多数ご出席のもと、

平成24年度鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者表彰式を開催い

たしました。

　表彰式では、大平会長がそれぞれの分野で地域福祉の推進に多

大な貢献をされた53人、37団体の方々の功績を讃え、表彰状ま

たは感謝状を贈呈しました。また、受賞された２人の方に日頃の

活動について発表していただきました。

　受賞された皆様、誠におめでとうございます。

【表彰状の部】

・民生委員児童委員 21人
・校区社会福祉協議会の役職員 ６人
・民間社会福祉事業関係団体等の

役職員 １人

・福祉関係相談員 １人
・共同募金運動奉仕団体 １団体
・ボランティア活動２人、６団体

・社会福祉事業関係団体等 ５団体
・自立生活者 １人

【感謝状の部】

・寄付 21人、19団体 ・共同募金運動 ６町内会

　東日本大震災後、人と人とのつながりの大切さが再認識されました。

　市社協では、「みんなでつくる絆交流事業」として、校区社協が行う地域の「絆」を深める交

流活動等に対し助成しております。平成24年度は校区社協の主催又は共催により56件（47校区社

協）の交流事業が行われました。（下記にいくつか紹介しています。）

　参加者からは「これまであまり知らなかった地域の人と仲良くなれてよかった」「困ったときは

隣近所が頼り。今後も交流を続けたい」などの感想が聞かれました。

皆さんのお住まいの地域では

様々な交流活動が行われていま

す。ぜひ参加されてみてはいか

がでしょうか。

詳しくは、地域福祉推進課

電話　221－6071

 地 域の絆を深めよう

表彰式の様子

活動発表（ボランティア活動・児童心理研
究会「ちゃいころ」代表 篠原知樹さん）

皇徳寺校区社協と児童クラブとの交流会
（クリスマス会）（皇徳寺校区社協）60名参加

第355回錫山相撲大会
（錫山校区社協）500名参加

しめ縄づくりともちつき大会
（荒田校区社協）140名参加

世代間交流大会「坂台近代五種ふれリンピック」
（坂元台校区社協）140名参加

伊敷台校区社協昔遊びと七夕飾りつくり
（伊敷台校区社協）92名参加
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遊びにおいでよ！地域福祉館の児童ルームへ

　児童ルームは子どもの遊び場として、子ど

もや保護者の皆さんにご利用いただいていま

す。（４歳未満は保護者同伴）

　利用時間は午前９時から午後５時までです。

午後１時（夏・冬・春休み期間は午前９時）

からは、指導員が付き添います。

☆お父さん、お母さん、おじいちゃん、おば

あちゃん、どうぞ、お子さんお孫さんと一

緒にお気軽にお越しください。

地域福祉館（市内41 館）に関するお問い合わせ

地域福祉推進課 電話221－6071

○利用できる方　市内に居住し、在宅生活や外出等で一時的に車いすを必要とされる方

○利用期間　　　最長１か月間

○手続き　　　　印鑑が必要です。下記受付で申請してください。（無料）

○借用・返却　　申請された場所で借用・返却をお願いします。

○受付場所　　　市民福祉プラザの他、市内41の地域福祉館、福祉コミュニティセンター、

　　　　　　　　心身障害者総合福祉センター、高齢者福祉センター（与次郎・東桜島・谷山・

　　　　　　　　吉野）、吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各支部等で行っています。

　　　　　　　　詳しくは、地域福祉推進課まで（電話２２１－６０７１）

　　　　　　　　　　　　　旅行や散歩等のおでかけに、ぜひお役立てください。

車いす貸し出します

　校区社協が主催し、民生委員児童委員等の方々がボランティアとして、48か所で「ふれあい・
子育てサロン」を開催しています。
　０歳～３歳くらいまでの子どもとお母さんなどを対象に、自由遊びや季節の行事などを通して、
子育てを楽しむとともに、仲間づくりや情報交換の場として活用されています。
子育て中の皆さん、参加してみませんか？
場所・時間など詳しくは、市社協ホームページまたは地域福祉推進課まで

（電話２２１－６０７１）

ふれあい・子育てサロン

おもちゃや絵

本、ぬいぐる

みで遊べるよ
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施設からのお知らせ
福祉機器リサイクル事業にご協力を！！ 特に車いすが不足していますので提供をお願いいたします。

　福祉機器リサイクル事業は、使わなくなった福祉機器を無償で

提供していただき、必要とする方にあっ旋する事業です。不要と

なった福祉機器がある方、福祉機器を必要とする方は下記までご

連絡ください。

・対象福祉機器　車いす、介護用ベッド、エアーパッド、歩行補

助用具 ( 歩行器・手押車・杖 ) ※いずれも使用可能なものに限

ります。

　心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）　電話 ２５２－７９００　FAX ２５３－５３３２

「ボランティアでまちを美しく」～おもてなしの心をもって～
　ボランティアセンターでは、市民の皆さんがボランティア活動に

参加していただくためのきっかけづくりとして、「ボランティアで

まちを美しく～おもてなしの心をもって～」を今年も実施します。

　ボランティア団体や個人の方をはじめ、地域や学校・職場の仲間、

ご家族での参加など、子どもから大人まで多くの方々の参加をお待

ちしています。

◆日　時　５月12日（日）午前８時～９時（小雨決行）

◆場　所　①　鹿児島中央駅周辺（中央駅東口前広場集合）

　　　　　②　天文館周辺（中央公園集合）

◆内　容　ゴミ拾いの清掃活動（軍手、ビニール袋、ゴミばさみは

ボランティアセンターが準備します。）

◆申込み　４月末までに住所､ 氏名､ 連絡先等をボランティアセン

ターへご連絡ください。

　　　　　電話 ２２１－６０７２　 FAX ２２１－６０７５

　デイサービスセンター与次郎は、介護保険の認定を受けた方が

利用できる「通所介護施設」です。年間を通じて様々な行事を

行っています。また、天然温泉やおいしい昼食は大好評です。

　笑いは無病の源です。明るいスタッフと大笑いしながら、楽し

い一日を過ごしませんか！！　電話 ２５０－３３１１

高齢者デイサービスセンター与次郎を利用しませんか

（お申し込み）心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館） 電話 252-7900 FAX 253-5332（水曜休館）

講座名 開講日時等 対象者・受講料など
手話講座 第１・第３火曜日 10:30 ～ 15:30

◆対象者：市内に住む身体障害者手帳等をお持ちの方

◆定　員：各講座20人

◆受講料：無料 ( 講座によっては材料費が必要 )

◆募集期間：随時

※お問い合わせのうえ、お申し込みください。

舞踊講座 第１・第３土曜日 10:00 ～ 15:00
生花講座 第２・第４土曜日 13:00 ～ 15:00
茶道講座 第１・第３火曜日 10:30 ～ 12:30
フラダンス講座 第２・第４金曜日 13:00 ～ 15:00
太極拳講座 第１・第３土曜日 13:30 ～ 15:30
卓球バレー講座Ｂ 第１・第３木曜日 13:30 ～ 15:30

● 地域活動支援センターゆうあい館講座　受講生募集！！

節分まめまき
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（平成24年10月１日～平成25年１月31日受付分）
　市社協では、地域福祉を推進するための事業活動の貴重な財源として、多くの市民や事業所の皆様に会員とし
てご支援をいただいております。ここでは、上記の期間に会費をご納入いただいた事業所をご紹介いたします。
（敬称略。50音順）皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

（平成24年11月１日～平成25年１月31日受付分）
　市社協では、市民の皆様から善意のご寄付をいただいております。ここでは、上記の期間にご寄付をいただい
た方をご紹介いたします。誠にありがとうございました。
　皆様からいただいた貴重なご芳志は、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりのために活
用させていただきます。今後とも皆様の善意をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

㈱ア・ライズ	 ㈱大迫組	 �福落穂会	 �福落穂会地域生活支援センターあさひが丘
介護老人保健施設さくらんぼ	 ㈳鹿児島市母子寡婦福祉会	 �福旭生会	 �医参天会
�医朱雀会仁クリニック	 �福聖寿会	 特別養護老人ホーム喜入の里	 ㈱森山建設

㈱アクロス	 ㈳鹿児島県看護協会　			　久遠保育園	 　（合同）グラント	 			　グループホーム玉里
�医敬天会	 �福元気塾デイサービスセンター	 					�福こまどり保育園
㈲さくら商事グループホーム吉田さくらの里	 ㈱サンライズ	 障害福祉サービス事業とまと
障害福祉サービス事業所ウィズ	 �医松柏会介護老人保健施設フレンドホーム	 ㈱誠電社
�福清明福祉会あさひ保育園	 竹之迫保育園	 田平税理士事務所	 中央印刷㈱
�福東西福祉会吉田保育園	 特別養護老人ホーム桜島苑	 特別養護老人ホーム睦園
睦園通所介護事業所	 ㈲山田建装	 �医優和会増田整形外科病院
ルンビニ保育園

【法人特別会員】

【法人会員】

法人特別会員・法人会員のご紹介

（お申し込み）高齢者福祉センター郡山　電話・FAX ２９８－２２７８（月曜・祝日休館）

講座名 開催日時 申込期間 対象者・受講料など

韓国巻き寿司づくり
5月21日 ( 火 )
13:30 ～ 15:00

5/1 ～
5/15

◆対象者　市内にお住まいの65歳以上の方

◆定　員　各講座20人

◆受講料　無料（但し、教材費等は受講者負担）

◆申込み方法　電話でお申込下さい。

※定員になり次第、締切。

かからんだんご、
けせんだんごづくり

6月21日 ( 金 )
13:30 ～ 15:00

6/1 ～
6/15

秋の家庭菜園、根菜
（玉ねぎ・にんじん）

7月20日 ( 土 )
10:00 ～ 12:00

7/2 ～
7/14

● 高齢者福祉センター郡山　ふれあい教室生の募集 ! !

寄付者のご紹介

〔一般寄付〕（チャリティーやバザー、誕生祝、長寿祝、成人祝、金婚式、受賞記念など皆様の善意のご寄付です。）

かごしま文化工芸村まつり
チャリティー代表　川原　正一　様

㈱コーアガス日本　様 鹿児島市民生委員児童委員協議会  様鹿児島市管工事協同組合　様
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四元　洋一	 様 浜平　政憲	 様 轟木　テツ子	 様 有馬　礼子	 様
福永　勉子	 様 丹下　克郎	 様 鹿児島銀行松元経友会	様 鹿児島市 J.L.C コアラ	 様
A５会	 様 円ブリオかごしま	 様 吉野おげんきかい	 様 大連弥生髙女　鹿児島支部	 様
やまぶき会	 様 鴨池ボランティア	 様 NPO法人協会	 様 隊友会鹿児島地区協議会	 様
NPO法人らくらく	 様 坂之上中央若草会	 様 鹿児島 CAP連絡会	 様 ナルク鹿児島	 様
ＡＡ鹿児島地区委員会	 様 エンゼル聴導犬協会	 様 �福たんぽぽ会	 様 鹿児島県事務機産業協会	 様
NPO法人鹿児島ボラネット	様 ボランティア夢一座	 様 紫原独居老人給食会	 様 小児がんサポートのぞみ	 様
NPO法人かごしま市民環境会議	様 ピーススフィア貝の火運動かごしま	様 鹿児島県聴覚障害者協会　女性部	 様
かごしま難病支援ネットワーク	様 ㈲ティーアンドケーエースＡ店	 様 日本リウマチ友の会　鹿児島支部	 様
NPO法人自立生活センターてくてく	様 宗教法人真如苑鹿児島支部	 様 ボランティアグループさわやか会	 様
㈶がんの子どもを守る会	 様 NPO法人やどかりサポート鹿児島	様

NPO法人かごしまホームレス生活者支えあう会	 様 NPO法人地域サポートよしのねぎぼうず	 様
鹿児島ミュージックフェスタ実行委員会	 様 ㈳日本てんかん協会（波の会）鹿児島県支部	 様
NPOデフNet. かごしま放課後等デイサービスデフキッズ	様 清水中昭和二十六年卒喜寿記念同窓会　	 様

社協本部受付 川越　武夫	 様
市役所分室受付 小山田　実	 様 外園　清彦	 様 久永　紀夫・利夫	様
吉田支部受付 益口　ヨミ子	 様 柏原　保喬	 様 島　好博	 様
喜入支部受付 大下　泰子	 様
松元支部受付 瀧川　克美	 様 鶴田　ナミヱ	様 有村　ヒロ子	 様 東　玉惠	 様

井之上　清美	 様 松下　武文	 様 久保　晶子	 様 二俣　静子	 様
郡山支部受付 市来　千鶴子	 様 原口　望	 様

〔香典返し寄付〕（香典返しのお気持ちを、福祉のためのご寄付としてお受けしています。）

〔物品寄付〕（杖・車いす等の物品の寄付をお受けしています。）

実愛後援会　鹿児島支部　様極真会館　鹿児島県支部　様 和田校区社会福祉協議会　様鹿児島東急会　様

㈱ NTT西日本－九州鹿児島
事業部企画総務部「一平会」　様

（タオル類）

㈱前屋敷組・同安全協会  様
（車いす）

㈶鹿児島市水族館公社 様
（ぬいぐるみ）

鹿児島市立郡山中学校生徒会　様
（卓球バレー用具セット）

鹿児島電気工事業協同組合
青年部会　様（入浴時介護用椅子等）

堀之内　歳徳　様（切手）　　甲南中学校 PTA　様（タオル類）

○社協への寄付金は、所得税や住民税の寄付金控除の対象となります。
　社協への寄付金については、これまでの所得税の寄付金控除に加え、新たに市県民税等の

住民税が寄付金税額控除の対象になりました。

＜控除の対象＞

・住民税　寄付金のうち２千円を超える部分の金額が税額控除の対象となります。

・所得税　寄付金のうち２千円を超える部分の金額が対象となり、税額控除と所得控除を選

択することができます。


