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　 　 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会　会長　大平　和久　

　近年、核家族化や少子高齢化の急速な進展、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変厳しさを増しております。一方で、思いやり

や助け合うこと、支えあうこと、人と人とのつながりや絆の大切さなどについて再認識されるようにな

り、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようなきめ細やかな福祉が強く求められています。

　このたび、新地域福祉活動計画が平成25年度で終了することから向こう５年間の「第３次地域福祉

活動計画」を策定しました。

　今後とも、市民の皆様をはじめ関係団体等と連携しながら、地域における福祉課題の解決のため積極

的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。
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◇地域福祉活動計画とは・・・
　地域のさまざまな団体や個人が連携して地域の課題の発見と

その解決に向けた取り組みを行うなど、地域福祉の充実のため

に取り組むべき事業や活動方針を示すもので、今後の鹿児島市

における地域福祉活動及び市社協の活動の指針となるものです。

　今回、平成26年度から向こう５年間の計画となる「第３次地域福祉活動計画」を策定しました。

◇計画の内容は・・・
　計画の策定にあたっては、町内会や校区社協、民生委員・児童委員、ボランティア・ＮＰＯ、福祉

施設の職員、市社協職員など、多くの方々からのご意見やご提案を参考に、これまでの活動の継続の

ほか、新たにボランティア活動のきっかけづくりとなるイベント等の実施、また深刻な生活課題の解

決や孤立防止に向けた連携の項目を追加しました。

　市社協は、今後この計画を基に、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

なって地域福祉活動の推進に取り組んでまいりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いします。

福　祉　目　標

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

１　みんなが笑顔で
　　ふれあえるまち
　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
みをかかえる方々が、安心
して生活していけるような
支援体制（ネットワーク）
の整備を図ります。

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。

第３次地域福祉活動計画
（平成26年度～ 30年度）を策定しました。

福祉目標実現のための３つの柱

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
市社協は地域の皆さんと一緒になって
地域福祉活動の推進に取り組みます
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（お問い合わせ）地域福祉推進課　電話：２２１－６０７１

具体的には、５つの推進目標を掲げ、地域福祉活動の推進を図ってまいります。

推進目標１：お互いに理解しあい　ふれあいを
　　　　　　深めましょう
　「住み慣れた地域の中で安心して生活していけるために」

→　校区社協活動等の拡充
　　① 校区社協活動の拡充　　　　　② 校区社協活動等の支援
　　③ 地域交流活動の支援　　　　　④ 地域福祉活動の情報提供

推進目標４：市地域福祉計画との連携を図ります
　「行政との協働で取り組む福祉のまちづくり」

　→　行政との連携による活動計画の推進
① 地域における福祉課題・社会資源等についての認識の共有
② 行政との連携による活動計画の推進
③ 公共施設・民間施設の有効活用
④ 地域における活動拠点の活用
⑤ 公的財源等による民間団体等の財政支援

推進目標２：地域にある組織や団体と連携して活動しましょう
　「地域の中で支えあい助け合いながら」　→　地域福祉活動推進の基盤整備
　　① 福祉ネットワークづくり活動の推進
　　② 福祉マップ等の作成
　　③ 支えあいマップの作成・活用
　　④ 地域と福祉施設・福祉団体の連携
　　⑤ 地域福祉活動への住民の参加促進
　　⑥ 在宅生活支援事業の充実

（新）⑦ 深刻な生活課題や孤立防止に向けた連携

推進目標３：ボランティア活動を支援し推進しましょう
（１）「地域住民の参加と支援のもとに」　 →　ボランティア活動の推進

① ボランティアセンター事業の拡充
② ボランティア活動情報の提供
③ ボランティア活動ネットワークの拡充
④ ボランティア推進校活動の充実
⑤ 青少年ボランティア活動の推進
⑥ 高齢者ボランティア活動の推進
⑦ 企業ボランティア（会社・商店等）活動の促進

（２）「地域福祉に参加する人づくり」　 →　地域や学校等での福祉教育への取り組み
① 地域福祉活動推進の担い手の育成・支援
② 地域や学校等での福祉学びあい活動の推進

（新）③ ボランティア活動のきっかけづくりとなるイベント等の実施

推進目標５：市社協の基盤を強化します
　「市社協の活動への市民の参加と支援」　→　市社協の基盤強化

① 地域福祉活動計画の確実な推進
② 広報啓発・情報提供の拡充
③ 財政基盤の拡充
④ 市民の信頼と負託に応える市社協の運営
⑤ 共同募金運動の推進
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平成26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。

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。

みんなでつくる絆交流事業

　校区社協等が地域の絆を深めることを目的に
実施する集いや交流等に対し、助成を行います。

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。

１．地域福祉活動の推進

◦第３次地域福祉活動計画の推
進

◦わくわく福祉交流フェアの開
催（市と共催）

◦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
◦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

◦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

地域での福祉活動を推進していくために

◦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（P ６に掲載）

◦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

◦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
◦地域福祉館での災害ボラン

ティア地域研修会の開催

ボランティア活動の推進のために

◦介護講習会事業
◦高齢者への安全杖の有償提供

事業
◦車いすの貸し出し
◦福祉機器リサイクル事業
　（P ７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

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

◦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

◦広報紙「社協だより」の発行
◦音声版社協だよりの発行

◦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

◦生活福祉資金貸付事業 ◦高額療養資金貸付事業

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）
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事業に取り組みます

通所介護事業

　要支援、要介護の認定を受けた方に、施設で
食事や入浴、レクリエーション等の日常生活上
の支援を行います。

地域福祉館での小地域ネットワーク活動

　福祉活動の拠点として、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（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

介護保険法関係事業

◦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

障害者総合支援法関係事業

◦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
　（ゆうあい館）

◦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

（単位：千円）

会計区分 収　入 支　出

一般会計 1,622,911 1,622,673

収 入
1,622,911補助金収入

215，601（13．3％）

会費収入
13，000（0．8％）

受託金収入
975，079（60.1％）

寄付金収入
8，500（0.5％）共同募金配分金収入

38,317（2．4％）

負担金・雑収入
など諸収入
109，828（6.7％）

介護保険等収入
262，586（16．2％）

支 出
1,622,673

法人運営事業
171，368（10．6％）

地域福祉活動推進事業
111，563（6．9％）

ボランティア活動振興事業
47，340（2．9％）

介護保険関係事業
264，718（16．3％）

福祉資金貸付事業
20,037（1.2％）

介護認定調査事業
237，853（14．7％）

施設等運営事業等
766，742（47．2％）

福祉サービス利用支援事業
3，052（0．2％）

平成26年度予算の内容
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福祉功労者表彰式を開催しました

第４回「ボランティアでまちを美しく」の開催

　２月15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25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、52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、お二人の方に校区社協の日頃の活動やボランティ

ア活動について発表していただきました。

【表彰状の部】
◦民生委員・児童委員18人
◦校区社会福祉協議会の役職員５人
◦民間社会福祉事業関係団体等の役職員１人

◦共同募金運動奉仕者３人
◦ボランティア活動７人、12団体
◦社会福祉事業関係団体等５団体
◦自立生活者３人

【感謝状の部】
◦寄付者15人、25団体　◦地域篤行者１人　◦共同募金運動協力団体10団体

　市民の皆様がボランティア活動に参加される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

開催します。

　昨年は、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、1,750人もの多くの方々が参加されま

した。今年はさらに多くの方々の参加をお待ちしています。

　３月18日（火）、かごしま市民福祉プラザにおいて、薩

摩地区社会福祉協議会災害時相互応援協定締結式が開催さ

れました。

　この協定は、薩摩地区社会福祉協議会（７市２村）の管

轄する区域内で大規模災害が発生し、被災地の社会福祉協

議会だけでは対応が困難な場合に、他の社会福祉協議会が

職員を派遣し、災害支援活動を行うボランティア・NPO

等をコーディネートするなど、業務支援を行うものです。

　締結式では各社協の会長が協定書に調印し、有事におけ

る相互の円滑な応援の実施を確認し合いました。

薩摩地区社協災害時相互応援協定を締結

薩摩地区社協：鹿児島市、いちき串木野
市、日置市、指宿市、枕崎市、南さつま
市、南九州市、三島村、十島村

◇日　時　　５月11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（啓発用ベスト、ビニール袋、ゴミばさみ、

軍手はボランティアセンターが準備します。※数に限りがあります。）
◇申込み　　４月30日までに住所、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　FAX221-6075

表彰式の様子

活動発表（横山真理さん）
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○　高齢者福祉センター郡山　～ふれあい教室生募集～
教　　室　　名 開催日時 定員 対象者・受講料など

① 菓子づくり（じゃんぼ餅） 5/21（水）

13:30
～

15:30

15 ◆対 象 者　市内に住む概ね65歳以上の方
◆受 講 料　無料（材料費は負担）
◆募集期間　4/22から随時
◆申込方法　電話申込
　　　　　　（定員になり次第締切）

② 菓子づくり（さつまボーロ） 6/18（水） 15

③ 菓子づくり（かからん団子） 7/16（水） 15

④ 菓子づくり（春駒） 8/20（水） 15

⑤ 秋の野菜づくり（土、苗づくり） 6/26（木） 20

⑥ 秋の野菜づくり（植付け・収穫） 7/24（木） 20

施 設 か ら の お 知 ら せ

（お問い合わせ）
高齢者福祉センター郡山　電話：298-2278

（平成25年10月１日～平成26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。

㈱ア・ライズ　　アイワ工業㈱　　青葉印刷㈱　　アライアンス㈱　　㈱アリスト　　有馬運送㈱　　�医石塚レディースクリニック
インフラテック㈱　　㈶鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター　　�医起生会林内科胃腸科病院　　
�医松柏会 Tsukasa HealthCare Hospital　　�福青鳥会吉野学園　　全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部　　高橋商事㈱
㈱ツール・ド・メディケーション天保山調剤薬局　　�医緑地会

�福愛和会ペコちゃん保育園坂之上　　市成建設㈱　　㈲上原清建設　　上山建設㈱　　㈱大津倉庫　　大平工業㈱　　
�福落穂会こどもサポートセンター我路　　�福落穂会ワークショップあすもね　　鹿児島明るい社会づくりの会
㈱鹿児島県クリーニングセンター　　鹿児島県経済農業協同組合連合会　　鹿児島県自動車車体整備協同組合
鹿児島県信用農業協同組合連合会　　鹿児島県農業協同組合中央会　　㈶鹿児島市健康交流促進財団　　㈱川井田組
九州南部たばこ販売協同組合連合会　　㈱協和電気商会　　グループホームむれが岡風車の宿　　�医敬天会グループホームいしき　
�医高圓会　　幸栄運輸㈲　　㈱迫田建設　　㈱サンライズ　　�福翔風会　　障害福祉サービス事業ふもと　　
小規模多機能ホーム鹿児島吉田の郷　　㈱末永建設　　�福清心福祉会あすなろ保育園　　�福清明福祉会あさひ保育園　　
㈱セキュリティサービス　　㈲綜合百貨もり　　㈲谷口工務店福祉事業部うめの木事業所　　田平税理士事務所　　㈲寺師産業　　
�福東西福祉会吉田保育園　　㈱東宝建設　　特定非営利活動法人クリンカ鹿児島　　特定非営利活動法人ジョイキッズ　　
特定非営利活動法人障害児フォーラムかごしま　　特別養護老人ホーム睦園　　特別養護老人ホーム睦園（通所介護）　　
南国産業開発㈱　　南日汽缶工業㈱　　㈲にこやかライフグループホームさくら荘　　�医野間口クリニック　　㈱ハマテックス　　
番組企画集団プロフロンティア　　㈱久永建装　　㈱ビルメン鹿児島　　㈲福山建設　　牧迫建設㈱　　
�福松元中央福祉会松元中央保育園　　㈱盛洋建設　　㈱森山タイル　　横村建設㈱　　㈱吉見工務店　　

【法人特別会員】　年会費１口（10,000円）以上

法人特別会員・法人会員のご紹介

【法 人 会 員】　年会費１口（5,000円）以上

○心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
　「福祉機器リサイクル事業」にご協力を！！

　福祉機器リサイクル事業とは、使わなくなった福祉機器を無償で提供していただ

き、必要とする方に無料であっ旋する事業です。

　☆ 提供していただきたい福祉機器（使用可能なものに限ります。）

　　　車いす、介護用ベッド、歩行補助用具（歩行器・手押車・杖）、エアーパッド

　☆ 福祉機器の譲受をできる方

　　　本市に居住し、障害、高齢、疾病等により福祉機器を必要としている方

　　※使わなくなった福祉機器、譲って欲しい福祉機器がありましたら下記までご連絡ください。

（お問い合わせ）心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）　電話：252-7900
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社協本部受付　福留　幸子　　様　　　齊藤　純則　　様　　　有馬　薫子　　様　　　東中川　六右　様　　　榊　進　　　様
　　　　　　　松永　ミワ子　様　　　川路　芳幸　　様　　　内村　修身　　様　　　萩　典宏　　　様　　　尾脇　正子　様
市役所分室受付　田中　君代　　様　　　尾堂　勝幸　　様　　　西留　ナミ子　様　　　金　範哲　　　様　　　木下　悦子　様
　　　　　　　野田　百合子　様
吉田支部受付　大井　建　　　様　　　外園　景明　　様
郡山支部受付　加治木　久　　様　　　瀨戸山　辰子　様　　　

吉野おげんきかい　様
ＫＥＹ　　　　　　様
鴨池ボランティア　様
円ブリオかごしま　様
革工芸　涛の会　　様
鹿児島市ＮＰＯ法人協会� 様
NPO法人らくらく� 様
㈱九州建物管理サービス� 様
NPO法人 Earth�Angel�Dog� 様

鬼塚　千鶴子　様
横山　真理　　様
永田　任一　　様
浜平　政憲　　様
有馬　礼子　　様
四元　洋一　　様
鹿児島ＣＡＰ連絡会� 様
JX日鉱日石石油基地㈱� 様
鹿児島市J.L.C.「コアラ」� 様

かごしまベルマーク運動推進の会� 様
日本リウマチ友の会鹿児島支部� 様
ボランティアグループさわやか会� 様
鹿児島県聴覚障害者協会女性部� 様
NPO地域サポートよしのねぎぼうず� 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
㈳鹿児島県ビルメンテナンス協会　　様

全国心臓病の子どもを守る会鹿児島県支部　　様
㈳日本てんかん協会（波の会）鹿児島県支部　様

鹿児島こども在宅推進委員会� 様
学生団体かごしまコネクションズ� 様
かごしま難病支援ネットワーク� 様
NPO法人いじめ対策プロジェクト� 様
郡山地域チャリティーゴルフ大会� 様

NPO法人かごしま市民環境会議� 様
NPO法人がんサポートかごしま� 様
かごしま市商工会松元支部� 様
NPO法人自立生活センターてくてく� 様
NPO法人鹿児島サブカルチャー研究所� 様

小児がんサポート・のぞみ� 様
北部みどり子ども劇場� 様
�福たんぽぽ会� 様
紫原独居老人給食会� 様
NPO法人ナルク鹿児島� 様
鹿児島銀行松元経友会� 様
隊友会鹿児島地区協議会� 様
㈶がんの子どもを守る会� 様
NPO法人鹿児島ボラネット� 様

松﨑　陽子　様

ＹＯＴコウオパレイション　様
（ゴミ袋スタンド３個）

【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、ハガキ等の物品のご寄付をお受けしています。）

　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。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】（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。）

寄 付 者 の ご 紹 介 （平成25年11月１日～平成26年１月31日受付分）

鹿児島東急会　様

鹿児島市民生委員児童委員協議会�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
（電動式ベッド１台）

鹿児島県電気工事業工業組合青年部会　様
（車椅子１台）

極真会館鹿児島県支部　様

㈱コーアガス日本　様

鹿児島キルターズ協会　様

和田校区社会福祉協議会　様

鹿児島市管工事協同組合　様

真如苑鹿児島支部　様
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