つ社協だより

平成26年7月1日

夏号
No.45

子育て支援事業
「ころころ広場」
の様子

もくじ
津市ボランティアセンター
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決算報告／地域の福祉活動紹介 3

共同募金／介護予防教室

7

地域福祉活動計画 特集号 4・5

寄附のお礼／心配ごと相談／職員採用について 8

事業報告
つ社協だよりは共同募金
配分金を財源の一部とし
発行しています。
再生紙を使用しています。

2

要介護認定調査員募集！

へ！

認定調査1件あたり2,800円

※交通費は本会規程により別途支給 ※社会保険等加入有

■時間／8：30〜17：15 ■資格／介護支援専門員、
普通自動車免許

登録ヘルパー募集！

●無料相談会●

奇数月の第3金曜日の午後
平成26年7月18日、9月19日、11月21日
平成27年1月16日、3月20日

介護職員初任者研修終了者（旧ホームヘルパー2級）以上の資格をお持ちの方
お問合わせ

津市社会福祉協議会 本部 総務課 TEL059-246-1165

まで！

http://www.tsu-shakyo.or.jp

※この広告の内容に関する責任は、
全て広告主に帰属します。

※この広告の内容に関する責任は、
全て広告主に帰属します。

「社協」
は、
社会福祉協議会の略称です

平成25年度 津市社会福祉協議会 事業報告・決算報告
事業報告
（福祉ワークキャンプ、福祉体験教室・福祉出前講座、
一般会計
1 法人運営事業
福祉教育推進会議、地域福祉教育推進事業
車イス体験ふれあいウォークラリー大会など）
①法人組織の充実
8 居宅訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
●理事会・評議員会・監査会・部会及び理事研修会
●広報啓発事業（社協だよりの発行、ホームページ・
4事業所（津・香良洲、久居・美里、河芸・芸濃・安濃、一志・白山）
●介護保険事業
ブログによる福祉情報の発信）
●財政基盤の確立
●軽度生活援助事業〔津市からの受託〕
●人材育成及び研修
9 老人介護支援事業〔津市からの受託〕
②地域福祉活動の推進
●地域ケア体制推進事業
●第8回津市社会福祉大会
●介護予防事業
●社協ほっとサービス事業
（転倒予防教室、認知症予防教室、家族介護教室、
生きがい活動支援通所事業、二次予防事業運動
●福祉啓発事業
器機能向上教室（はつらつ健康教室）、一次予防事
（ふくしまつりなど）
〔津市からの受託〕
業（元気アップ教室）、※健康相談など）
●ふれあい・いきいきサロン事業
●福祉協力校推進事業
※健康相談は津市社会福祉事業団からの受託
●津市要援護者対策地域見守りネット活動事業
●心配ごと相談事業
（絆のバトン）
●配食サービス事業〔津市からの受託〕
●小地域福祉活動支援事業
10 地域社会福祉基金事業
●第2次津市地域福祉活動計画策定に向けての取組み
●地域福祉資金助成事業
（策定委員会、作業部会、職員ワーキンググループ会議、
●社会福祉基金助成事業
11 障害者等ホームヘルプサービス事業
パブリックコメントの実施、事務事業評価の実施）
4事業所（津・香良洲、久居・美里、河芸・芸濃・安濃、一志・白山）
●福祉人材育成事業
職員研修）
●介護給付事業
（実習生の受入、
●福祉団体支援事業
（居宅介護、
重度訪問介護、
同行援護）
〔津市などからの受託〕
（津市地区社協連絡協議会への支援・協力、地区社会
●地域生活支援事業（移動支援事業）
福祉協議会と福祉団体との連携・協働）
12 通所介護事業（デイサービス）
●社会福祉法人三重県共同募金会への支援・協力など
4事業所（美里、一志、白山、美杉）
2 共同募金配分金事業
●介護保険事業
公益事業特別会計
3 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
〔三重県社協からの受託〕
1 居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
6事業所（津・香良洲、久居・美里、河芸・芸濃・安濃、一志、白山、美杉）
4 生活福祉資金貸付事業（低所得者支援事業）
●介護保険事業
〔三重県社協からの受託〕
2 高齢者生活支援ハウス運営事業〔津市からの受託〕
5 声の広報等活動事業〔津市からの受託〕
美里生活支援ハウス、美杉生活支援ハウス
6 外出支援サービス事業
3 地域包括支援センター運営事業〔津市からの受託〕
7 ボランティアセンター事業
津北部東地域包括支援センター、
津一志地域包括 支援センター
●ボランティア活動への相談、登録、斡旋事業と
4 要介護認定調査事業〔津市からの受託〕
ボランティア活動保険の受付
収益事業特別会計
●ボランティア啓発事業
●ボランティア育成・推進事業
1 物品販売事業
●災害ボランティアセンター設置運営訓練
●競走場売店経営
●福祉教育推進事業
●公共施設自動販売機の設置
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決算報告
会費収入
946,000
その他の収入
30,959,160 前期末支払資金残高
272,938,084
積立預金
取崩収入
66,835,695

経常経費補助金収入
392,698,275

収入の部
合 計
1,533,767,457

固定資産
売却収入
220,000
経理区分間
繰入金収入
14,100,871
会計単位間
繰入金収入
3,332,100

助成金収入
2,401,288

受託金収入
197,038,640
自立支援費等収入
28,698,736

利用料収入
2,773,761

物品販売事業
39,490,983

当期末支払
資金残高
216,113,068

要介護認定
調査事業
71,788,854
地域包括支援
センター事業
81,788,538

介護保険収入
423,631,197

受取利息
配当金収入
20,841,889
雑収入
6,880,224

（単位：円）

寄附金収入
669,585

支出の部

法人運営事業
479,625,387

合 計
1,533,767,457

生活支援ハウス
運営事業
12,821,274

権利擁護事業
9,684,688

居宅介護支援事業
126,014,115 通所介護事業
191,392,655

事業収入
32,226,765
共同募金配分金収入
35,031,187
負担金収入
1,544,000

共同募金
配分金事業
35,031,187

障害者等ホームヘルプ
サービス事業
34,831,449
地域社会福祉基金事業
91,608,976
老人介護支援事業
28,153,780
居宅訪問介護事業
106,900,674

生活福祉資金
貸付事業
3,505,378
声の広報等
活動事業
1,037,884
外出支援
サービス事業
2,049,132
ボランティア
センター事業
1,929,435

あったかい地域づくり

地域の福祉活動紹介
津市内では、
住みやすい地域づくりを自分たちで行っている団体がたくさんあります
地域で取り組まれている福祉活動をピックアップして紹介します

香良洲

香良洲地区社会福祉協議会

地域住民でつくろう！〜福祉夏まつり〜
福祉夏まつりは、高齢者とボランティアが一同に集まり、
双方の信頼関係を高めるとともに、
交流を深めることを目的
に始まりました。毎年約300名の参加があり、サンデルタの
ホールから溢れるほどの人で盛況です。
このまつりの特徴は、各団体と地域住民でつくりあげて
いることです。朝の早い時間から、地域住民の協力で、まつ
りの準備が行われます。地域で活躍されている婦人会、松香
会などのボランティア団体が踊りで会場を盛り上げ、香良洲地区民生委員児童委員協議会、
津市食生活改善推進協議会香良洲支部、香海中学校の生徒の模擬店で、さらに楽しい夏まつり
になります。
今後も、
地域住民で
「つながり」
あるこの夏まつりをつくり、
多くの地域住民に参加してもらう
ことで、
香良洲地区社会福祉協議会の基盤強化を図っていきたいと思っています。
今年度は、
7月12日
（土）
に開催されます。
みなさまの御参加をお待ちしています。
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！
！
成
完

第2次津市地域福祉活動計画
計画期間：平成26年度〜平成30年度

策定特

集号

地域のみなさんの想いや声がたくさん詰まっています！
約1 年半かけて進めてきました「第 2 次津市地域福祉活動計画」
が完成しました。
前号まで4 回に渡って、
計画策定の様子をお伝えしてきましたが、
今号は特集号で計画内容をお知らせします。

計画策定の背景と趣旨
誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていくため
には、福祉制度によるサービスだけでなく、地域の絆によって、
お互いに助けたり、
助けられたりする関係が必要となっています。
地域での支えあいを進めるため、
「第2次津市地域福祉活動計
画」
を策定し、
今後の津市社会福祉協議会の活動の方向性を示す
とともに、
地域で取り組まれている推奨事例の紹介と地域で取り
組める活動を提案します。

本会のホームページ
から閲覧していた
だけます。

計画の位置付け
第2次津市地域福祉活動計画は、津市総合計画後期基本計画の基本施策「地域福祉の充実」と相互に
連携・協働し、地域住民と福祉・保健などの関係団体や事業者が地域福祉推進のため、主体的に関わる
具体的な活動の計画です。つまり、地域住民や地区社会福祉協議会、自治会、民生委員・児童委員、ボラ
ンティアなどが主体的に参加・協働し、地域福祉の課題解決を目指す行動計画です。

津市の地域福祉を取り巻く現状と課題
津市の人口はゆるやかな減少傾向で推移し、高齢化が進行してい
ます。高齢者を支える中心的な世代である働きざかりの人口が減少
する中、一人暮らし高齢者や要介護認定者が増加傾向にあり、今後
も、支援を要する人の増加や支援のニーズが多様化してくること
が予測されます。
こうした福祉課題に対して、地域住民をはじめ地域社会を構成
するあらゆる人が主体となって、その解決に向けて行動していく
ことが必要です。
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基本目標

ささえあい ともに生きる 地域づくり
基本方針 1

基本方針 2

基本方針 3

ふれあいあふれる地域づくり

地域の活力を育むひとづくり

連携と協働による地域のつながりづくり

挨拶や声掛けからはじめ、地域
の交流、ふれあいを深めるととも
に、支援が必要な人との交流を通
じて、日常から地域住民が福祉の
心を持ち、いつも笑顔で声が掛け
あえる地域づくりを進めます。

地域住民一人ひとりの福祉意
識を高めながら、地域活動につな
げることで、地域福祉を支える担
い手を育成します。
また、
地区社会福祉協議会や自治
会、民生委員児童委員協議会など
の地域組織・団体を支援する基盤
の強化に努めます。

地域を構成する様々な組織・団体
による地域活動や助けあい・支え
あい活動を推進するとともに、
福祉
専門職との連携・協働による地域福
祉の推進を図ります。

津市社協重点事業
地域福祉教育推進事業

コミュニティソーシャルワーカー
の養成

津市社協重点事業
ふれあい・いきいきサロン事業

津市社協重点事業

基本方針 4

基本方針 5

いつまでも安心して暮らせるしくみづくり

安心・安全に暮らせる地域づくり

身近なところで気軽に相談でき
るしくみづくりを進めます。そし
て、多様化する福祉ニーズに対応
し、福祉サービスの充実を図ると
ともに、支援を必要としながら福
祉サービスの利用に結びついてい
ない人への情報提供など、支援の
強化に努めます。

日頃から地域防災に対する意識
を高めるとともに、
災害時の支援体
制の充実を図り、
安心・安全に暮ら
せる地域づくりを進めます。
また、
災害ボランティアの育成と
活動の環境を整備していきます。

津市社協重点事業
広報・啓発事業

津市社協重点事業
災害ボランティア育成事業

計画の推進
地域福祉の推進は、地域住民一人ひとりをはじめ、地域の活動団体や地域社会を構成するあらゆる
機関・団体などの参加協力が不可欠です。地域と津市、津市社協の連携を強化し、誰もが安心して暮ら
せるように本計画の基本目標である「ささえあい ともに生きる 地域づくり」を進めます。
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一人ひとりの思いを地域の力に

津市ボランティアセンター

﹁あなたの思い﹂
私たちにお聞きかせください！

ボランティアセンターは、
ボランティアに関するさまざまな相談を受け付けています。
ボランティア
をしたい人とボランティアのサポートを求めている人とをコーディネート
（つなぐ）
することや、
ボラン
ティアスクール（講座）の実施、ボランティアの活動支援、ボランティアに関する情報の収集・発信を
大きな柱に活動しています。
今号では、
平成26年度 ボランティアセンター担当職員を紹介します！！
芸濃

河芸

安濃

内田

地域の方々が安心してボ
ランティア活動ができる
ようサポートします。

水谷

太田

本部
人 と 人 、人 と 地 域 を む す
ぶ、そんなセンターを目指
します。

津

山口

みなさんのボランティア
活動を応援します！！

美里

駒田

津市民のボランティアの
輪を広げ、笑顔あふれる地
域づくりを目指します。
ボランティアに関するこ
とはお気軽にお問合せく
ださい。

久居

中條

今年もボランティアス
クール等計画中です。お問
合わせくださいね。

白山

香良洲

植村

竹内

ボランティアに興味があ
る方は、ぜひ一度センター
をのぞいてみてください。

津

杉浦

みなさんの想いをお待ち
し て い ま す 。一 志 に 熱 い
ハートを！

笑顔とスピードで白山のみ
なさんの想いを大切に頑張
ります！お待ちしています！！

美杉

一志

野崎

大塚

津市ボランティアセン
ターは、津市社会福祉協
議会が運営しています。
この旗が目印です！
！
たくさんのボランティアのみ
なさんとお会いできることを
心よりお待ちしています。
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7〜8月は
ボランティア
体験月間！

地域のボランティア情報を
発信します！笑顔でお待ち
しています！

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金って？
赤い羽根共同募金は、民間の運動として終戦直後の昭和22年に
市民が主体の取組みとして創設された歴史の長い募金活動です。
現在、
地域社会が大きく変革していく中、
さまざまな地域の課題解
決に取り組む、
民間社会福祉事業を支援する仕組みとして赤い羽根
共同募金は、
市民主体の運動を進めていきます。

地域で集めた募金は、集めた地域で使われます。
津市社会福祉協議会の事業に使われます。

津市地域活動団体の事業に使われます。

● 福祉教育推進事業の
一環で、車いす体験の
ふくし出前講座を開催。

ふくし出前講座

●地区社会福祉協議会
が行う地域福祉活動
●ボランティア団体が
行う地域福祉活動

ふれあい・いきいきサロン

※これらの事業の他にも、
たくさんの事業に使われます。

「今の元気をいつまでも！」

〜介護予防教室日程〜

◆家族介護教室◆

介護予防教室日程

◆転倒予防教室◆ ◆認知症予防教室◆

元気な人が介護を必要とする状態にならないように、また、介護が必要な人でもできるだけ機能を維持・
改善できるように介護予防教室を実施しています。ぜひ、御参加ください。
日 程
7月24日（木）10：00〜
7月31日（木）13：30〜
8月20日（水）10：00〜
8月28日（木）10：00〜
9月25日（木）10：00〜

場

所
津
香良洲
久 居
津
津

内 容
転倒予防体操・講話「夏の体調管理」
3Ｂ体操
3Ｂ体操
転倒予防体操・講話「健口生活で予防」
転倒予防体操・講話「転ばない体づくり」

日 程
7月11日（金）10：00〜
7月23日（水）10：00〜
8月 4日（月）13：00〜
8月 8日（金）10：00〜
9日 3日（水）10：00〜
9月12日（金）10：00〜

場

所
津
白 山
芸 濃
津
安 濃
津

内 容
みんなで歌おう懐かしい歌・手描きカレンダーづくり
認知症予防レクリエーション
音楽療法
新聞紙で小物入れづくり・手描きカレンダーづくり
音楽で認知症予防
手描きカレンダーづくり・講話「認知症予防について」

日 程
7月 9日（水）10：00〜
7月18日（金）10：00〜
8月 7日（木）13：30〜

場 所
一 志
津
河 芸

内 容
音楽療法
理学療法士が教える楽らく介護
タッピングタッチ

●事前に申し込みが必要です。詳しくは各教室の開催支部へお問合わせください。
●転倒予防教室の ８/２８（津）・９/２５（津）は手話通訳、７/２４（津）は要約筆記の方がつきます。
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津市社会福祉協議会への御寄附ありがとうございました
平成26年2月16日〜平成26年5月15日
寄附金

物

御芳名

・久居地区明るい社会づくりの会
・花柳流珠美会

合計

花柳勢龍

様

・財団法人

御芳名

吉田福祉基金

様

様

266,234円
その他物品

品

お寄せいただいた御芳志は、
社会福祉事業のため有効に活用させていただきます。
厚くお礼申し上げます。
※御寄附いただいた個人の方は確定申告によって、所得税法上の寄附金控除が
受けられます。
（限度内）
※御寄附いただいた法人は確定申告によって、法人税法上の損金算入ができ
ます。
（ 限度内）

心配ごと相談所のお知らせ
弁護士相談

※都合により、
日程など変更することがありますので、
御了承ください。

７月

２日（津 支 部）

９日（久居支部） 16 日（白山支部） 23 日（津支部）

８月

６日（津 支 部） 13 日（久居支部） 20 日（津 支 部） 27 日（河芸支部）

９月

３日（津 支 部） 10 日（久居支部） 17 日（安濃支部） 24 日（白山支部）

専門相談 ( 津支部 )

30 日（一志支部）

＊ただし、
祝日・年末年始を除く

予約不要で、午後1時から午後4時まで開設します。
（受付は
午後3時まで）正午から整理券を配布します。
（元公証人によ
る相談は先着7名、司法書士による相談は先着10名）

相談日

相談員

場所

法律相談

第2・4火曜日

元公証人

相続・贈与など

第2土曜日

司法書士

津センター
パレス3階

内容

※お車でセンターパレスにお越しの際、津市営フェニックス通り及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。

●平成26年度職員採用について●
津市社会福祉協議会では平成26年度職員採用試験
（平成27年4月1日採用）
を実施します。
採用試験詳細については、8月1日より本会の「ホームページ」に掲載します。
また、
各支部にも掲示します。
発行・編集

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp
E-mail:shakyo@tsu-shakyo.or.jp
〒514−0027 津市大門7−15 津センターパレス3階 TEL（059）213−7111 FAX（059）224−6067
059-246-1165】

本 部・津 支 部 【本部直通電話
久 居 支 部

〒514−1136 津市久居東鷹跡町20ー2
TEL（059）256−1202 FAX（059）255−6288

香良洲支部

〒514−0314 津市香良洲町2167
TEL（059）292−7711 FAX（059）292−7712

河 芸 支 部

〒510−0314 津市河芸町浜田868
TEL（059）245−8888 FAX（059）245−8890

一 志 支 部

〒515−2521 津市一志町井関1792
TEL（059）295−0066 FAX（059）295−0117

芸 濃 支 部

〒514−2211 津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265−4531 FAX（059）265−4950

白 山 支 部

〒515−2603 津市白山町川口892
TEL（059）262−7029 FAX（059）262−6520

美 里 支 部

〒514−2113 津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279−3366 FAX（059）279−3387

美 杉 支 部

〒515−3531 津市美杉町奥津929
TEL（059）274−0023 FAX（059）274−0024

安 濃 支 部

〒514−2326 津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268−5804 FAX（059）267−0800
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