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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。

　近年、急速な少子高齢化の進行や人口減少、ライフスタイルや価値観の多様化、地域における住民相
互のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しており、地域における福祉課題は
多様化し、深刻化してきています。
　鹿児島市社会福祉協議会では、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を
さらにすすめるために、第３次の地域福祉活動計画を振り返り、福祉課題を整理しながら見直した、
平成31年度から3 年間を計画期間とする「第４次地域福祉活動計画」を策定しました。
　また、新しい活動計画に基づいて、地域での福祉活動及びボランティア活動などの推進を図るため
の、平成31年度事業計画・予算についても取りまとめたところであります。
　市社協といたしましては、第４次活動計画を指針として、地域福祉の推進に全力を尽くしてまいりま
すので、市民の皆さまの一層のご協力をお願いいたします。

鹿児島市社会福祉協議会　会長　松木園　富雄　

西谷山校区社協
ふれあい交流会

坂元台校区社協主催
「ふれりんぴっく」 武校区社協　子育てサロン
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第４次鹿児島市地域福祉活動計画（平成31年～33年度）を策定しました

　「地域福祉活動計画」とは、社会福祉法第109条により地域福祉
の推進役として位置づけられた社会福祉協議会が、地域住民や校区
社協、ボランティア団体、福祉団体等と相互に協力して地域福祉を
推進していくことを目的とする活動計画です。
　第４次地域福祉活動計画では、これまでの活動計画の取組みを踏
まえながら、地域住民をはじめ各種団体やボランティアの皆さま方
などが連携して、互いに支えあい、助けあう仕組みをさらに充実さ
せ、地域の福祉課題の解決に取組むための計画として策定しました。
　市社協は、今後この活動計画を基に、地域のみなさんや関係団体の方々と連携を図りながら、一緒に
なって地域福祉を推進してまいりますので、皆さま方のご協力をよろしくお願いします。

市社協は、地域の皆さんと一緒になって地域福祉を推進します。

推進目標（１） 身近で支えあう地域づくり

１ みんなが笑顔で
　 ふれあえるまち

　近年、地域住民同士のつながりが薄れ、地域との関わ
りを持たずに社会的に孤立している人が増加しており、
身近な地域における交流の機会が少なくなっています。
子どもから高齢者まで、あらゆる世代の住民が参加でき
るような顔が見える交流の場の充実が大切です。
　校区社協をはじめ、地域の様々な団体等が連携し、福
祉活動に関する交流活動などが行われていますが、市社
協では、地域福祉活動がさらに広がるよう地域福祉館や
地域福祉支援員等を通じた支援を充実させ、住民主体の
見守り活動や関係支援機関等との連携を強化し、住民同
士が見守り支えあう地域づくりを推進します。

① 地域のつながりを深める活動の充実
② 見守り体制の充実
③ 小地域ネットワーク活動の支援
④ 地域コミュニティ協議会との連携
⑤ 校区社協等への支援の充実

推進目標（２） 地域交流の場づくり
　子どもから大人まで、あらゆる世代の人々が
性別や障害の有無にかかわらず、誰もが地域の
構成員として、その人らしく生き生きと、孤立
しないで暮らしていけるように、気軽に立ち寄
り交流を図ることができる場づくりを進めま
す。
　地域福祉館等を活用して、地域住民同士が楽
しい時間を過ごせるイベントや世代間交流など
を行います。また、趣味活動を通した自主的な
交流のほか、日常的に開かれるサロンの設置や
福祉館イベントの開催など地域住民相互の交流
を推進します。

① 地域における活動拠点づくり

　地域の誰もが気軽に参加で
きて、ふれあいを深められる
ような活動を促進します。

２ みんなで支えあう
　 すみたいまち

　日常生活の中で不安や悩み
をかかえる人が、安心して生
活していけるような支援体制
の整備に努めます。

３ みんなの参加できずく
　 しあわせなまち
　地域の誰もが積極的に地域
福祉活動に参加するとともに、
福祉活動の担い手を支援し育
成します。

みんなでつくろう すみたいまち しあわせなまち かごしま

福祉目標実現のための3 つの柱福祉目標実現のための3 つの柱

福祉目標福祉目標

目的、分野別に５つの推進目標を掲げています
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推進目標（３） ボランティア活動の支援体制づくり
　地域福祉活動は、住民相互のつながりを基本にしなが
ら、地域で活動する組織や団体が協力して進められてい
ます。これらの活動と並行しながらボランティア活動も
活発になっており、ボランティアの果たす役割は大きく
なってきています。
　市社協では、地域住民の参加と支援のもとに、担い手
となるボランティアが活躍できる場や機会を更に拡充し
ていくために、ボランティア活動を支援し、推進します。

① ボランティアセンターの運営
② ボランティア活動の啓発・情報提供
③ 災害ボランティア活動の推進

推進目標（５） 地域で安心して暮らすための環境づくり
　地域には、様々な理由で支援を必要としている人が暮
らしています。そうした人のニーズを的確に把握し、社
会全体で支えあう仕組みづくりが求められています。　
　そのためには、何よりも地域住民一人ひとりがお互い
に理解し合い、自分が住む地域の様々な問題に関心を持
ち、その解決に向けて取組んでいくことが大切です。
　市社協では、地域に関する様々な情報の提供や相談・
支援体制を整えるとともに、地域で安心・安全に暮らせ
るよう在宅生活の支援や権利擁護の支援に努め、行政や
関係機関と連携しながら、地域で安心して暮らすための
環境づくりを推進します。

① 情報提供の充実　　　　　  ③ 在宅生活の支援
② 総合相談・生活支援の強化　④ 権利擁護の支援

推進目標（４） 地域福祉活動を支える人づくり
　地域福祉活動の主体は地域住民であり、地域
の課題を把握しているのも地域住民です。
　このため、地域住民が支え手側と受け手側に
分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、支え
あいながら、自分らしく活躍できることが望ま
れます。
　地域福祉活動は、住民相互のつながりを基本
にしながら、地域で活動する組織や団体が協力
して進められています。
　市社協では、地域住民の参加と支援のもと
に、担い手となる人材が活躍できる場や機会を
更に拡充していけるような体制づくりを推進し
ます。

① 地域福祉活動に参加する人づくり
② ボランティア活動に参加する人づくり

　昨年度も多くの市民の皆さまや団体等にご協力いただきました。
誠にありがとうございました。
　皆様のあたたかい善意は、福祉のために大切に使わせていただ
きます。

平成30年度の共同募金総額　57,679,606円

募金種別 一般募金

※「その他募金」とは、公共施設、店舗等に設置した募金箱にご協力いただいた募金などです。

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

職域募金

その他募金

合　計

32,142,267

1,340,040

6,761,687

1,458,302

2,315,107

674,215

44,691,618

歳末たすけあい募金

8,035,567

1,412,638

2,135,270

460,516

731,087

212,910

12,987,988

合　計

40,177,834

2,752,678

8,896,957

1,918,818

3,046,194

887,125

57,679,606

（単位：円）

10月１日街頭募金の様子（天文館）

　三育小学校様から、クリスマ
スキャロリングなどによる募金
をいただきました。
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平成31年度事業計画・予算について
平成31年度は次のような事業に取り組みます。

　市社協は、本市の地域福祉を積極的に推進するという役割を担っています。今回新たに策定した「第
４次地域福祉活動計画」に基づき、地域での福祉活動やボランティア活動の推進、地域福祉館や高齢者
福祉センターなど各種施設の管理・運営など、さまざまな事業の実施に取り組んでまいります。

１．地域福祉活動の推進１．地域福祉活動の推進
地域での福祉活動の推進のために
・第４次地域福祉活動計画の推進
・成年後見センターの運営 　　　　・校区社協活動への支援
・介護講習会の開催 　　　　　　　・共同募金運動への協力
・地域福祉支援員活動事業 　　　　・福祉に関する相談、支援
・町内会などへの地域福祉活動費助成
・小地域ネットワーク活動への支援
・ふれあい子育てサロンの推進

ふれあい子育てサロン
　地域福祉館や公民館で月に１回程度、開催
しています。

高齢者や障害者の方々のために
・肢体不自由な高齢者への杖の有償提供　　　・心をつなぐ訪問給食
・老人クラブへの助成　　　　　　　　　　　・ゆうあい訪問給食
・車椅子の貸出し　　　　　　　　　　　　　・愛のふれあい会食
・福祉機器リサイクル（あっ旋）　　　　　　・ことばの発達指導
・在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈
・障害者ＩＴ講習会
・在宅重度中度心身障害児への見舞金贈呈

貸付事業 ・生活福祉資金の貸付

福祉機器リサイクル（あっ旋）
　車椅子やベッド、杖などの福祉機器リサイ
クルのあっ旋をしています。

ボランティア活動の推進のために
・ボランティアセンターの運営
・サマーボランティア体験の実施
・「ボランティアでまちを美しく」の実施
・わくわく福祉交流フェアの開催（市と共催）
・ボランティア活動保険への加入助成
・高齢者いきいきポイント推進事業
・元気高齢者養成講座の実施
・災害ボランティア活動への支援
・ボランティア推進校への支援

社協の事業を知っていただくために
・広報紙「かごしま市社協だより」の発行
・音声版社協だよりの発行　　　・出前講座の開催
・ホームページによる情報提供

わくわく福祉交流フェア
　市と共催で毎年秋に開催しています。昨年も、ステー
ジ発表やバザーなどで大変にぎわいました。

出前講座
　職員が市民の皆様の集会等に出向き、市社協の事業について
説明します。（写真は成年後見制度についての様子）
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　市社協は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ
くり」のため幅広く活動しています。
　会員の皆様からいただく会費は、市社協が福祉活動
を行うために大事な財源となります。ぜひ、市社協の
会員になって「福祉のまちづくり」にご参加ください。

平成31年度予算の内容

介護保険法関係事業
・居宅介護支援事業、
介護認定調査事業 など

障害者総合支援法関係事業
・障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護）
・地域活動支援センター事業

２．各種施設の管理・運営２．各種施設の管理・運営
・地域福祉館（41館）　・高齢者福祉センター（７館）　・心身障害者総合福祉センター［ゆうあい館］
・吉田福祉センター　　 ・福祉コミュニティセンター

３．介護保険・障害者総合支援事業３．介護保険・障害者総合支援事業

地域福祉館の運営
　市民の皆様の福祉の増進を図るとともに、
地域で互いに支え合い、助け合うまちづくり
を進めるために利用されています。

高齢者福祉センター
　利用者の方々が自主的に活動している自主講座では、
囲碁やフラダンス、絵手紙などがあり、生きがいづくり
の場となっています。
（写真は高齢者福祉センター谷山　コーラスグループの自主講座）

福祉施設及びその職員など

個人

会社・事業所などの

法人

10,000円

5,000円

2,000円

1,000円

法人特別会員

法 人 会 員

特 別 会 員

一 般 会 員

会員区分 対　象 年会費（１口）

【問い合わせ】企画総務課 財務係　221-6070

（単位：千円）

支 出
1,745,450

収 入
1,745,510

会費
9,000（0.5%）

給食事業利用料
37,112（2.1%）

共同募金配分金
35,221（2.0%）

介護報酬・利用料等
137,191（7.9%）

補助金
264,365（15.1%） 受託金

1,155,638（66.2%）

施設管理・運営事業
903,231（51.8%）

介護保険関係事業
251,684（14.4%）

介護認定調査事業
262,327（15.0%）

法人運営事業
138,558（7.9%）

地域福祉活動推進事業
116,361（6.7%）

ボランティア活動振興事業
41,436（2.4%）

成年後見センター
運営事業  18,940（1.1%）

福祉資金貸付事業
12,913（0.7%）

寄付金
7,500（0.5%）

その他
99,483（5.7%）

会員加入のお願い会員加入のお願い



お近くの高齢者福祉センターを
ご利用ください
お近くの高齢者福祉センターを
ご利用ください

相談室は個室になっており、
プライバシーが守られます。
相談室は個室になっており、
プライバシーが守られます。
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主な施設主な施設

「西部親子つどいの広場（いしきらら）」が併設されており、
毎月高齢者と子どもたちの交流イベントを開催しています。

ご利用ください！高齢者福祉センター
　市社協は、市内に７館ある高齢者福祉センターの指定管理者として管理運営を行っています。
　高齢者の方々の相互の交流と生きがい、健康づくりを支援するための施設で、市内にお住いの65
歳以上の方（東桜島は60歳以上）がご利用になれます。
　利用者の方々が楽しく過ごしながらふれあえる交流の場となっています。

　リズム体操やゲストを招いてのイベ
ントなど、様々な自主講座をおこなっ
ています。

・教養講座室、集会室、会議室（全7 館）
・トレーニング室（与次郎、谷山、吉野、伊敷）
・カラオケ（与次郎、谷山、吉野、伊敷）
・水着浴室（谷山、吉野）

与次郎、谷山、吉野、伊敷、
東桜島、桜島、郡山（ ）

利用者による発表会（与次郎）

リズム体操（与次郎）

ご利用について（全館共通）ご利用について（全館共通）
・利用できる方　本市にお住まいの65歳以上の方（東桜島は60歳以上）
・利用料金　　　無料（入浴は１人１回につき100円）
・利用方法　　　年齢などを確認できるものをお持ちください。
・開館時間　　　午前９時から午後５時まで（東桜島は午前10時から午後８時まで）
・休 館 日　　　毎週月曜日、祝日、年末年始

　自分で十分な判断を行うことができなくなった人を法律的に保護し、支えるた
めの制度です。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2 つの仕組みがあります。

成年後見センターにご相談ください

☎210－7073　FAX 210－7103
鹿児島市成年後見センター◆問い合わせ◆

成年後見制度とは・・・

本人の判断能力が
あるうちに将来に
備える場合

【例えば】日常的な買い物も自分で
は満足にできず、誰かにやってもら
う必要があったり、財産の管理が全
くできないような場合

【例えば】日常的な買い物はできる
が、重要な財産行為を一人でできる
かどうか不安があり、援助をしたほ
うが心配ない場合

【例えば】日常的な買い物程度であ
れば自分だけでできるが、不動産や
自動車の売買、自宅の増改築など重
要な財産行為は、自分でできないと
いう場合

本人の判断能力が
不十分な場合

法定
後見制度

任意
後見制度

後見

保佐

補助

成年後見制度

　制度の説明や利用手続きの
助言などに、相談員が電話や
面談、訪問で応じています。

　高齢者福祉センター

伊敷では、いしきらら

の子どもたちとふれあ

いながら、元気をもら

っています。
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校区社協の紹介 ～吉野東校区社会福祉協議会～

　発足以来「すみたいまち」「しあわせなまち吉野東」を目指し、介
護講習会やふれあいグラウンドゴルフ大会などのさまざまな活動を行
い、地域の皆さんとの絆を深めています。

　平成30年度からは、「おなかと心
をみたし、家庭とのつながりをつく
る」という趣旨で開設された「祥德寺
（しょうとくじ）子ども食堂」を校区
社協として支援しています。毎月第３土曜日に実施され、親子連れや
地域の方々が集まり、いつも賑やかな声が響いています。私たちは調
理支援・駐車場誘導係として頑張っています。どなたでも利用できま
すのでお気軽にお越しください。これからも、地域の皆さんと協力し
ながら、誰もが安心して暮らせる吉野東を目指していきます。

①鹿児島市を主会場とする九州規模以上の福祉関係の大会で、市内の福祉団体が参画していること。
②本会が後援を行っていること。（予定含む）
③ 鹿児島県、鹿児島市又は鹿児島県社会福祉協議会が大会運営費の助成を行っていること。（予定含む）
※12月末日までに、大会に関する資料（大会の目的・内容や助成希望額、予算、過去の大会資料
等）を提出してください。
※審査の結果は、来年４月上旬頃文書にて
　お知らせします。

【発　足】平成18年４月１日　　【世帯数】1,980 世帯

ご利用ください！地域福祉館 ～桜ヶ丘福祉館～
　当館は、昭和63年２月に開館し、今年で31年目を迎えます。桜ヶ
丘団地のほぼ中央部に位置し、大型商業施設が近く交通の便も良い場
所にあります。また、日当たりも良く、２階からは桜島を望むことも
できます。玄関ホールには、近所にお住まいの方のご厚意により、四
季折々の花々が絶えることなく飾られ、明るい雰囲気の中、来館され
る方々をお迎えできるのも当館の特徴です。
　毎年２月には「福祉館まつり」を開催し、今年で８回目を迎えまし
た。年々参加者も増え、地域活動の交流の場として定着しつつありま
す。当館では日頃からさまざまな趣味団体の方々にご利用いただいて
おりますので、皆様も先ずは「来て・見て・参加」して、新たな趣味
などを見つけていただければ幸いです。
　これからも地域の皆様方のふれあいの場として、気軽に気持ちよく
ご利用いただけるよう、職員一同努めてまいります。皆さまのご来館
を心からお待ちしております。

玄関ホールの花々

ふれあいグラウンドゴルフ大会

こども食堂

第８回 福祉館まつり 桜ヶ丘福祉館　☎265－2920◆問い合わせ◆

来年度開催予定の大会で、助成を希望する福祉団体は以下の要領でご応募ください。
民間福祉団体が主催する大会への助成について

地域福祉推進課
☎221－６071 FAX221－６075◆問い合わせ◆

助成の対象となる大会等（次の①～③の項目すべてに該当するもの）

【7】
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【8】

寄付者のご紹介（平成30年11月17日～平成31年３月31日受付）

企画総務課　財務係
　　☎221－６070

◆問い合わせ◆

〔一般寄付〕
皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

平田　節子 様　　植村　俊二 様
石坂　和子 様
竹田　ハルエ 様　福﨑　雄教 様
川原　セツ子 様
徳田　秀子 様　　小原　利章 様
河野　さだ子 様
竹ノ下　仁 様

市社協本部受付

吉田支部受付

郡山支部受付

桜島支部受付

広報紙「かごしま市社協だより」はホームページでも公開中！詳しくは　鹿児島市社協 で 検索 ♪

〔物品寄付〕

〔香典返し寄付〕

～皆様からいただいたご寄付は、鹿児島市の地域福祉推進のために大切に使わせていただきます。～
一 般 寄 付
香典返し寄付
物 品 寄 付

バザーの益金、ご祝儀、遺言による寄付（遺贈）など。
香典返しのお気持ちを寄付としてお受けしています。
車椅子やはがき等の物品を寄付としてお受けしています。

あなたの善意を生かします！

松﨑　陽子 様（ハガキ）　古別府　隆治 様（ハガキ）
野田　洋一郎 様（上質紙）

住友生命保険相互会社鹿児島支社 様（子供用車椅子１台）
ラスターズ・オーケストラ 代表 福冨和光 様
　　　　　　　　　　　　 （玉里福祉館 利用案内板）
篠原自動車 代表 篠原誠 様（車椅子１台）

久木野　敏朗 様　　 東條　利春 様　　 岡島　伊津枝 様　　 山内　一人 様　　　 東　律子 様　　　 横山　真理 様
片ノ坂　勝吉 様　　 櫛山　美好 様　　 有馬　禮子 様　　　 やまぶき会 様  　　  ときわ会 様
鹿児島市母子寡婦福祉会 様　　   紫原独居老人給食会 様　　　   AA鹿児島地区委員会 様　   混声合唱団いきいき 様
鹿児島市立黒神小学校 様　 　 　 鹿児島市立黒神中学校 様　　　ダイヤテック株式会社 様      ｠鴨池ボランティア 様
ガールスカウト鹿児島県連盟 様　 　　 ボランティアグループさわやか会 様　　　 鹿児島市難聴者中途失聴者協会 様
鹿児島北部みどり子ども劇場 様　　　  高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島 様　　　 鹿児島県聴覚障害者協会女性部 様
NPO法人Earth Angel Dog 様　　　　  鹿児島いのちを大切にする会 様　　　　　｠森林ボランティアQ樹会 様
JX喜入石油基地株式会社 様　　　　　 シルバー人材センター同好会希楽会 様　　　鹿児島市消防局厄払い会 様
かごしま市商工会松元支部チャリティゴルフ大会 様　　　　　　 和田福祉館イベントふれあいタッチ実行委員会 様　　　
宇宿福祉館ふれあい秋祭り実行委員会 様　　　　　　    　　　　就労継続支援B型事業所ワークスペースきしゃば 様
NPO法人自立生活センターてくてく 様　　　　　　　　　　　　NPO法人いきがい支援センターチロリン村 様
かごしま文化工芸村まつり実行委員会 様　　　　　　　　　　　 鹿児島県中小企業団体中央会青年部会 様

第17回かずみチャリティーリサイタル 様 真如苑　鹿児島支部 様 海老原音楽グループ 様 株式会社コーアガス日本 様

鹿児島リバティライオンズクラブ 様 光山町内会青壮年部 様

鹿児島電気工事業協同組合
青年部会 様（歩行器１台）

鹿児島市立武小学校 様
（車椅子１台）

鹿児島東急会 様 大田流　修翠会 様


