
会 長 あ い さ つ

　近年、地域の実情を見てみますと、核家族化や少子高齢化の急速な進展、町内会

の加入世帯の減少などにより、地域の連帯感や絆が薄れてきているように思います。

　また、社会的孤立による孤独死をはじめ、認知症、生活困窮者、虐待、子育てな

ど地域の抱える福祉課題というものは、多種多様で複雑化してきております。

　こうした中、市社協は、地域の福祉団体の皆様と一緒になって、これらの問題解決のために一生懸

命取り組んでいるところです。中でも、最近では、高齢者の見守り活動が校区社協を中心に全市的に

広がりを見せておりますので、今年度から見守り活動をさらに促進するため校区社協が行う「支え合

いマップ」の作成について積極的に支援してまいります。

　今後とも「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける福祉のまちづくり」を目指して事業に

取り組んでまいりますので、皆様のご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 鹿児島市社会福祉協議会　会長　大平　和久

この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。
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平成27年度は次のような　

高齢者いきいきポイント推進事業

　ボランティア活動や健康診査を受診した高齢者に
ポイントを付与し、社会参加や生きがいづくりを促
進します。

サマーボランティア体験事業

　夏休み期間に福祉施設等で市内の児童、生徒、学
生を対象にボランティア体験を実施し、福祉の心を
育みます。

ふれあい・子育てサロン事業

　子育てを地域ぐるみで支えるため、校区社協に対
し活動費を助成します。

共同募金運動への協力

　赤い羽根共同募金運動に協力し、市民の皆様に募
金を呼び掛けます。

１．地域福祉活動の推進

◦第３次地域福祉活動計画の推進

◦校区社協活動の支援、助成

（72校区）

◦みんなでつくる絆交流事業の支援

◦福祉ネットワークづくりの支援

◦（新）支え合いマップ作成の支援

◦ふれあい・子育てサロン事業

の支援、助成

◦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

◦各種福祉団体が行う事業への助成

◦共同募金運動への協力

地域での福祉活動の推進のために

◦ボランティアセンターの運営

◦「ボランティアでまちを美しく」

事業

◦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

◦児童、生徒とのふれあいボラ

ンティア活動事業

◦学生ボランティア活動推進事業

◦高齢者いきいきポイント推進

事業

ボランティア活動の推進のために

◦介護講習会事業

◦高齢者へ安全杖の有償提供事業

◦車いすの貸出し

◦福祉機器リサイクル事業

◦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

高齢者や障害者の方々のために

◦在宅で寝たきりの高齢者へ見

舞品の贈呈

◦交通遺児等入学祝い金贈呈事業

◦在宅重度中度心身障害児へ見

舞金の贈呈

歳末たすけあい贈呈事業

◦生活福祉資金貸付事業 ◦高額療養資金貸付事業

貸付事業

◦広報紙の発行 ◦社協出前講座の実施

社協の事業を知っていただくために
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平成27年度は次のような　 事業に取り組みます

社協出前講座

　市社協職員が市民の皆様の会合や学校等に伺い、
市社協の事業について説明します。

地域福祉館の管理運営

　福祉活動の推進拠点としての施設の提供のほか、
小地域ネットワーク活動やボランティア活動を支援
します。

２．介護保険・障害者総合支援事業

３．各種施設の管理・運営

◦ 居 宅 介 護 支 援 事 業
◦ 訪 問 介 護 事 業
◦ 訪 問 入 浴 介 護 事 業

◦ 通 所 介 護 事 業
◦ 介 護 認 定 調 査 事 業

介護保険法関係事業

◦障害者ホームヘルプサービス事業
（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

障害者総合支援法関係事業

◦地域福祉館（41館）

◦福祉コミュニティセンター
◦高齢者福祉センター（６施設）

◦吉田福祉センター
◦心身障害者総合福祉センター
　（ゆうあい館）

（単位：千円）

支 出
1,625,163

収 入
1,625,203

補助金・
共同募金配分金収入
263，094（16．2％）

会費収入
13，000（0．8％）

受託金収入
991，199（61.0％）

寄附金収入
9，000（0.6％）利用料・負担金

など諸収入
110，920（6.8％）

介護保険等収入
237，990（14．6％）

法人運営事業
165，646（10．2％）

地域福祉活動推進事業
109，611（6．7％）

ボランティア活動振興事業
43，143（2．7％）

介護保険関係事業
336，082（20．7％）

福祉資金貸付事業
14,426（0.9％）

介護認定調査事業
232，571（14．3％）

施設管理・運営事業
720，546（44．3％）

福祉サービス利用支援事業
3，138（0．2％）

平成27年度予算の内容
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社協会員会費の使いみち

表彰状を受け取る代表受賞者

活動発表（かすみ会）

　２月14日（土）、かごしま市民福祉プラザにおいて、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26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 173 人、42 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、２団体

に日頃の活動を発表していただきました。

　町内会加入世帯の皆様からいただいた社協会員会費（１世帯当たり20円）は、校区社会福祉協議

会（校区社協）が行う次のような活動に使われています。また、共同募金のうち町内会の戸別募金の

10％相当額を地域福祉活動助成金として助成しています。校区社協や町内会活動へのご理解、ご協力

をよろしくお願いします。

【表彰状の部】
　◦民生委員児童委員　　　　　　　　　　　　146人
　◦校区社会福祉協議会の役職員　　　　　　　　２人
　◦民間社会福祉事業関係団体等の役職員　　　　２人
　◦共同募金運動奉仕者　　　　　　　　　　　　１人
　◦ボランティア活動　　　　　　　　　３人、６団体
　◦社会福祉事業関係団体等　　　　　　　　　４団体
　◦その他の福祉功労者　　　　　　　　　　　　１人
【感謝状の部】
　◦寄付者　　17人、23団体　　◦地域篤行者　１人
　◦共同募金運動　　  ９団体

ご受賞おめでとうございます。～市社協福祉功労者表彰式～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会加入世帯は、 
校区社協会員で、かつ
市社協会員です。 

20 円×校区社協加入世帯数 
（町内会加入世帯） 

80 円×校区社協加入世帯数

＋15,000 円 

※その他、子育てサロンや広報紙

作成等に助成しています。 

共同募金（戸別募金）の約 10％ 

町内会費 校区社協会費

社協会員会費 

活動助成金 

地域福祉活動助成金 

ふれあい・子育てサロン

（桜ヶ丘地域校区社協）

認知症予防講座

（吉田校区社協）

見守り活動

（明和校区社協）

聾学校生徒とのふれあい交流

（草牟田校区社協）
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募金総額 67,631,474 円（前年度比で約485万円の増）

ご協力ありがとうございました！
（単位：円）

募金種別

平成26年度の募金額
平成25年度の

募金額
対前年度

増減一般募金
歳末

たすけあい募金
合　計

戸 別 募 金 42,750,000 3,416,659 46,166,659 42,219,804 3,946,855

街 頭 募 金 2,493,051 2,314,851 4,807,902 4,643,967 163,935

法 人 募 金 7,407,394 2,246,484 9,653,878 9,321,813 332,065

学 校 募 金 1,214,884 908,252 2,123,136 2,108,923 14,213

職 域 募 金 2,284,419 963,479 3,247,898 3,001,588 246,310

そ の 他 募 金 978,543 653,458 1,632,001 1,489,286 142,715

合　計 57,128,291 10,503,183 67,631,474 62,785,381 4,846,093

　※　「その他募金」とは、老人クラブ、公共施設及び店舗等に募金箱の設置を依頼し、ご協力いただいた募金などです。

　「じぶんの町を良くするしくみ」としての共同募金は、平成26年度分は募金総額の67％が鹿児

島市内で活用され、残りの33％は、県内広域課題の解決等のために県内で活用されることになり

ます。

皆様から寄せられた募金は、
地域福祉のために大切に
使わせていただきます。

　３月30 日開催の市共同募金委員会運営委員会において、平成27年度も、戸別募金について

は「一般募金」に加え「歳末たすけあい募金」を実施し、１世帯当たりの目安額を平成26年

度と同額の「500 円」程度と決定したところです。

　今後とも、皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします。

平成26年度 赤い羽根共同募金運動の結果報告

共同募金の使われ方

県内で使われる

もの

22 ,428千円

（33％ ）

市内募金総額
67,631千円
（100％）

市内で使われるもの
45,203千円（67％）

県内で使われるもの
22,428千円（33％）

　市共同募金委員会から、平
成27年度に市社協が実施す
る事業や、市内の地域福祉団
体が実施する事業に助成され
るもの

31,276千円（46％）

　県共同募金会から市内
の町内会等に直接助成さ
れるもの
3,424千円（5％）

　県共同募金会が県内広域
課題の解決や災害等準備金
積立金等に使われるもの
22,428千円（33％）

　歳末たすけあい募金の助成
金により、市社協が実施する
事業で使われるもの

10,503千円（16％）
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　１月31日（土）に、喜入地域の６校区社協が一堂に会して

「喜入地域福祉ボランティアの集い」が336名の参加のもと盛

大に開催されました。

　瀬々串小学校のさつまいもを栽培して被災地へ寄付金を贈っ

た活動の発表や、校区ごとの演芸などが披露されました。

　この他、NPO 法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探

検の会代表理事の東川隆太郎氏が「喜入は魅力がいっぱい」を

テーマに講演を行い、会場は大いに賑わいました。

喜入地域福祉ボランティアの集いを開催

　ボランティアセンターでは、今年も、市民の皆様がボランティア活動に参加するきっかけづくりと

して、「第５回 ボランティアでまちを美しく～おもてなしの心をもって～」を開催します。

　地域や学校・職場の仲間、ご家族など、多くの方々の参加をお待ちしています。

◆内 　 容　ゴミ拾いの清掃活動（道具は主催者側で用意）

◆日 　 時　５月10日（日）午前８時～９時（雨天決行）

◆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）

◆申 込 方 法　電話、FAX またはボランティアセンター窓口にて

　　　　　　　住所、氏名、連絡先等をご連絡ください。

◆申 込 期 限　４月30日（木）まで

◆お問い合わせ　〒892-0816　山下町15-1

　　　　　　　ボランティアセンター

　　　　　　　☎221 ｰ 6072　FAX221 ｰ 6075

ふれあい教室生募集
講　座　名 内　　容 日　時 定員

菓子づくり①（２回講座）
じゃんぼ餅 ５/20

13:30 ～ 15:30 15人
さつまボーロ ６/17

菓子づくり②（２回講座）
かからん団子 ７/15

13:30 ～ 15:30 15人
春駒 ８/19

野菜づくり（根菜類）
（２回講座）

土づくり・苗づくり ６/25
13:30 ～ 15:30 20人

値付け・管理・収穫 ７/23

◆申 込 方 法　往復はがき（講座名、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号を記載し、下記の住所へ。）

◆申 込 期 間　５月11日（月）必着（定員を超えた場合は抽選）

◆対 象 者　市内在住で、65歳以上の方

◆受　講　料　無料（菓子づくりの材料費は受講者負担）

◆お問い合わせ　〒891-1105　郡山町176　高齢者福祉センター郡山　☎ 298-2278

今年も開催！「ボランティアでまちを美しく」

講座情報　～高齢者福祉センター郡山～

「まち」をきれいにすると、
「こころ」もきれいになります。
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　市社協では、地域福祉を推進する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
援いただいています。ここでは、上記期間に会員になられた事業所をご紹介します。
　皆様のあたたかいご支援に心から感謝申し上げます。

㈱ア・ライズ　様	 �福青鳥会　吉野学園　様	 旭交通㈱　様
㈱旭プラネット　様	 �福伊敷福祉会	伊敷保育園　様	 ㈳いちょうの樹　様
�福落穂会	旭福祉センター　様	 �福落穂会	第二旭福祉センター　様
�福落穂会	地域生活支援センターあさひが丘　様　　　　　　介護老人保健施設	さくらんぼ　様
㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部　様　　　�財鹿児島市公園公社　様	 �福鹿児島市社会事業協会　様
�財鹿児島市水族館公社　様	 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター　様
�福鹿児島市手をつなぐ育成会　様	 ㈳鹿児島市母子寡婦福祉会　様	 �福鹿児島虹の福祉会　様
鹿児島ライオンズクラブ　様	 グループホーム東谷山　様	 ㈱さくら会　様
�福翔風会　様　　　　�福聖寿会　様	 ㈲谷口工務店福祉事業部	うめの木事業所	様
�医浜友会	浜田医院　様	 松元中央保育園　様	 �福恵会　様
�福力智会	デイサービスセンターみやび　様　　　　�福力智会	みやび　様　		　�医緑泉会　様

�医愛人会 シルバープラザ愛　様　　　　あさひ保育園　様　　　　あすなろ保育園　様
㈱ S.P.D　様　　　　�福落穂会 ガーデンキッズセルク　様　　　　�福落穂会 グループホームあさひが丘　様
�福落穂会 こどもサポートセンター我路　様　　　　�福落穂会 ワークショップあすもね　様
ガーデンキッズトリア　様　　　　�福鶴陽会 特別養護老人ホームあけぼの　様
�福鶴陽会 グループホームあけぼの　様　　　　影原保育園　様　　　　鹿児島県経済農業協同組合連合会　様
�福鹿児島県母子寡婦福祉連合会　様　　　　鹿児島子ども療育センター　様
�財鹿児島市健康交流促進財団　様　　　　�福鹿児島市手をつなぐ育成会 育成センターコスモス　様
�福鹿児島市手をつなぐ育成会 指定障害福祉サービス事業とまと　様
�福鹿児島市手をつなぐ育成会 わくわくコスモス　様　　　　㈳鹿児島市シルバー人材センター　様
鹿児島中央地下駐車場㈱　様　　　　�財鹿児島まちづくり土地区画整理協会　様　　　　奏の丘　様
�福環和会　様　　　　�福希望会 にしべっぷの里　様　　　　�医玉水会　様　　　　学校法人 錦城幼稚園　様
�福久遠福祉会 久遠保育園　様　　　　�福久遠福祉会 ルンビニ保育園　様
暮らしサポート・レモンクォーツ�同　様　　　グループホームしょうぶ　様　　　グループホーム城山　様
�福慶生会　様　　　　�医敬天会 グループホームいしき　様　　　　�福宏修福祉会 東開保育園　様
皇徳寺保育園　様　　　コスモス保育園　様　　　慈眼寺寿光園　様　　　児童養護施設 仁風学園　様
就労継続支援事業所グラントハウス　様　　　　�福寿康会　様　　　　障害福祉サービス事業ふもと　様
�福翔洋会 げんき・キッズ保育園　様　　　　城山苑デイサービスセンター　様　　　　�福正栄会 愛泉園　様
㈳新星 通所支援事業所 光の子　様　　　　�福正和会　様　　　　�宗大覚寺保育園　様　　　　�福千草会　様
㈲寺師産業　様　　　　�福東西福祉会 吉田保育園　様　　　　㈱トーセツ　様　　　　
�福常盤会 サポートハウス　様　　　　�福常盤会 サポート明星　様
�福常盤会 障害福祉サービス事業所ウィズ　様　　　　�福常盤会 しろやまの風　様
�福常盤会 ディライト　様　　　　�福常盤会 明星学園　様　　　　特定非営利活動法人クリンカ鹿児島　様
特定非営利法人障害児フォーラムかごしま　様　　　　特定非営利活動法人メイクサポート　様
特別養護老人ホーム健生苑　様　　　　特別養護老人ホーム城山苑　様　　　　特別養護老人ホーム睦園　様
�医尚文会 グループホーム竹山苑　様　　　　�福南陽会 特別養護老人ホーム美樹園　様
㈲にこやかライフ グループホームさくら荘　様　　　　�福仁田尾福祉会 仁田尾保育園　様
�福野の花会 うれし家　様　　　　のびーる㈱　様　　　　発達支援センターひこばえ　様
ふじケ丘保育園・子育てセンター　様　　　　ペコちゃん保育園　様
ホームヘルプサービスセンターＢ e しょうぶ　様　　　　�医まこと会　様　　　　松元通所介護事業所　様
睦園通所介護事業所　様　　　　やまびこ医療福祉センター　様　　　　�医友志会 玉里　様
�医友志会 良友　様　　　　㈳陽明会 グループホーム下田温泉の郷　様
�福陽明会 介護老人福祉施設下田苑　様　　　　吉田愛青園　様　　　　�福吉田向陽会 鹿児島吉田の郷　様
�福吉田向陽会 グループホームむれが岡風車の宿　様　　　　ライフサポートセンターしょうぶ学園　様
㈱ラグーナ出版　様　　　　ワークサポートセンター「Ｄｏしょうぶ」　様

【法人特別会員】　年会費１口（10,000円）以上

【法 人 会 員】　年会費１口（5,000円）以上

法人特別会員・法人会員のご紹介（平成26年９月16日
～平成27年1月15日受付分）
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市社協本部受付 有村　信一　様 内木場　サヨ　様 小瀬戸　万里子　様 新盛　辰雄　様
福元　義信　様

市役所分室受付 江口　正幸　様 大𦚰　種道　様 木下　シヅエ　様 竹元　文成　様
福永　富雄　様 松永　通子　様 山下　百合子　様

郡山支部受付 谷山　範江　様 中原　喜佐子　様 中原　千代子　様 平野　榮　様
吉田支部受付 谷口　親　様 脇丸　タヅ子　様
松元支部受付 吉村　とし子　様

NPO法人	Earth	Angel	Dog	様	 AA鹿児島地区委員会	様	 NPO法人	いじめ対策プロジェクト	様
学生団体かごしまコネクションズ	様	 鹿児島 CAP連絡会	様	 鹿児島銀行松元経友会	様
鹿児島県聴覚障害者協会女性部	様	 鹿児島市 J.L.C「コアラ」	様	 かごしま市商工会松元支部	様
鹿児島市NPO法人協会	様	 鹿児島市聴覚障害者協会	様	 かごしま難病支援ネットワーク	様
かごしまベルマーク運動推進の会	様	 NPO法人	鹿児島ボラネット	様	 鴨池ボランティア	様
NPO法人	がんサポートかごしま	様　　きらり☆ママサロン	様　　郡山地域チャリティーゴルフ大会実行委員会	様	
NPO法人	自立生活センターてくてく	様	 JX 日鉱日石石油基地㈱	様	 しゅんの会	様
全国心臓病の子どもを守る会	様	 隊友会鹿児島地区協議会	様	 �福たんぽぽ会	様
地域子育てネット	Early	Years	Center	様	 NPO法人	デフ Net かごしま放課後等デイサービス・デフキッズ	様
NPO法人	ナルク鹿児島	様	 ピーススフィア貝の火運動かごしま	様
ボランティアグループさわやか会	様	 丸福建設㈱	様	 紫原独居老人給食会	様
やまぶき会	様	 NPO法人	らくらく	様
リレー・フォー・ライフ・ジャパン	かごしま	様　わがまち市役所ボランティア隊	様　和田校区社会福祉協議会	様

　市社協では、市民の皆様から善意の寄付をいただいています。ここでは、上記期間に寄付された方々をご紹介
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寄付は、「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
に大切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。

【一般寄付】

【物品寄付】

【香典返し寄付】

寄付者のご紹介 （平成26年10月１日～平成27年１月15日受付分）

有馬　礼子	様　北方　耕藏	様
西郷　幸夫	様　泊　　トヨ	様
浜平　政憲	様　福山　俊子	様
山内　一人	様　横山　茂彦	様
宮元　重人	様

田代　幸治　様（囲碁盤）　　　松﨑　陽子　様

広報紙「かごしま市社協だより」はウェブページでも公開中！詳しくは　　鹿児島市社協　　で検索♪

鹿児島市管工事協同組合　様

㈱コーアガス日本　様

鹿児島電気工事業協同組合
青年部会	様
（視覚・聴覚障害体験セット）

㈳生命保険協会
鹿児島県協会	様
（自家発電機等）

鹿児島東急会　様

光山町内会青壮年部　様

鹿児島市民生委員児童委員協議会	様

真如苑鹿児島支部	様

極真会館	鹿児島県支部	様
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