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（金額は目安ですので、みなさまの自由な意思でお願いいたします。）

◆尾鷲市の目標額

円２，830，０００
◆１世帯あたりの目安額

円5００

p // /

◆尾鷲市の目標額 ◆１世帯あたりの目安額

５月１日より日赤募金が始まります５月１日より日赤募金が始まります５月１日より日赤募金が始まります

平成29年度日本赤十字社救急法講習会
参加者募集！！

開　催　日：
開催時間：
開催場所：
費　　用：
受講条件：
持ち物等：
申込み先：

７月 22日㈯・23日㈰・29日㈯
9：00～ 17：00（受付 8：30～）
福祉保健センター４階多目的ホール
教材費等　３，２００円
15歳以上の健康な方
筆記用具・昼食等・動きやすい服装
尾鷲市社会福祉協議会２２－３２４６まで

５月１日から１か月間、
日赤奉仕団（婦人会）、

自治会、地域組織・団体、
ボランティアの
協力のもと、

日赤募金を行いますので、
みなさまの

ご理解・ご協力を
お願いいたします。

日本赤十字社の活動日本赤十字社の活動日本赤十字社の活動
災害救護災害救護災害救護 国際活動国際活動国際活動
社会福祉社会福祉社会福祉 血液事業血液事業血液事業 などなどなど

募金のご協力
おねがいしますにゃん

募金のご協力募金のご協力
おねがいしますにゃんおねがいしますにゃん
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尾鷲よいとこ
「ヤーヤにゃん」

事 業 計 画 書平成29年度

社 協 予 算平成29年度

尾鷲市社会福祉協議会の基本理念である「尾鷲市の誰もが安心して生活できるまちづくりを進めていく」を基に、
全職員が『福祉の心・介護の心』を持ち、地域の住民が、安全で安心な生活を送ることができるよう、地域福祉活動
を展開していきます。
高齢化率が 40％を越えるこの地域では、福祉・介護に関する課題が多様化しており、社協だからこそ極め細やかに
制度の隙間を埋めるサービスに努める必要性を実感しており、地域住民の方々と共に考え実行していきます。
社会福祉制度についても転換期を迎えており、社会福祉法等の一部を改正する法律が成立し、平成 29 年 4 月 1 日か
ら施行されることになり、社会福祉法人である社会福祉協議会も経営組織の見直し等が必要となります。
地域福祉の中核的な担い手である社会福祉法人において、効率的・効果的な経営を実践して、利用者の様々な福祉サー
ビスに対応していくことが求められています。
特に福祉ニーズが多様化・複雑化しており、高い公益性を備えた社会福祉法人の役割は重要なものとなっています。
また、新規事業として「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まります。
対象事業としては、介護予防・生活支援サービス事業であり、訪問型サービスと通所型サービス等があります。こ
の新規の事業につきましても紀北広域連合及び尾鷲市福祉保健課と連携をとり、利用者に分かりやすい説明を行い理
解していただけるように努めてまいります。
尾鷲市福祉保健センター・輪内高齢者サービスセンターの施設管理については、引き続き指定管理者として住民の
方々が利用しやすい施設運営に努めてまいります。

重点目標重点目標

▼　組織体制の強化

▼　介護事業所の安定的な運営

▼▼ 組織体制 強化組織体制 強化

▼　災害ボランティアセンター運営体制の充実▼　災害ボランティアセンター運営体制の充実

▼▼ 介護事業所 安定的な介護事業所 安定的な運営

▼　信頼される相談支援態勢の充実▼▼ 信頼され 相談支援態勢信頼され 相談支援態勢 充実

▼　介護保険制度の改正による新規事業の適正運用▼　介護保険制度の改正による新規事業の適正運用

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
その他の活動による収入

1,838
977
1,050
60,855
112,348

500
3,145

177,727
26,973
129
852
0

933

0.47%
0.25%
0.27%
15.71%
29.01%
0.13%
0.81%
45.90%
6.96%
0.03%
0.22%
0.00%
0.24%

収　入　計 387,327 100%

勘 定 科 目 本年度予算額（千円） 割合（％）

387,327千円収　入

支　出　計 392,937 100%

勘 定 科 目 本年度予算額（千円） 割合（％）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出

309,547
35,135
37,237
500
108
4,223
110
249
0
0

5,828

78.78%
8.94%
9.48%
0.13%
0.03%
1.07%
0.03%
0.06%
0.00%
0.00%
1.48%

392,937千円支　出

介護保険・障害福祉
サービス収入

204,700千円52.86%

介護保険・障害福祉
サービス収入

204,700千円52.86%
補助金

60,855千円15.71%
補助金

60,855千円15.71%

受託金
112,348千円29.01%

受託金
112,348千円29.01%

人件費
309,547千円78.78%

その他
6,795千円1.73%

事務費
37,237千円9.48%

助成金
4,223千円1.07%事業費

35,135千円8.94%

事業収入
3,145千円0.81%

その他
3,391千円0.87%

みなさまからの会費・寄付
2,888千円0.74%
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平成２８年度は、３月に、
リコージャパン（株）尾鷲事業所の

みなさんが、車椅子の簡単な
点検・清掃ボランティアを
してくれましたにゃあ！

平成２８年度は、３月に、平成２８年度は、３月に、
リコージャパン（株）尾鷲事業所のリコージャパン（株）尾鷲事業所の

みなさんが、車椅子の簡単なみなさんが、車椅子の簡単な
点検・清掃ボランティアを点検・清掃ボランティアを
してくれましたにゃあ！してくれましたにゃあ！

おかげさまで車イスがとってもきれいになりました。
リコージャパン（株）尾鷲事業所の皆さん、

ありがとうございました！

おかげさまで車イスがとってもきれいになりました。
リコージャパン（株）尾鷲事業所の皆さん、

ありがとうございました！

ボランティア活動を行いましたボランティア活動を行いました
はじめまして。尾鷲市ボランティア・市民活動センターです。
このセンターでは、『ボランティアをしたい人』と『ボランティアしてほしい人』
をマッチングする仕事をしています。
また、「ボランティア活動をしたいんだけど……」
という人・団体の相談にも応じています。

日ごろから細かい部品を
取り扱っているので、
目の付け所が違います。

日ごろから細かい部品を
取り扱っているので、
目の付け所が違います。

きれいに拭いて、ファブリーズをかけて、
天日干しにしました。
いいお天気だったので、よくかわきました！

きれいに拭いて、ファブリーズをかけて、
天日干しにしました。
いいお天気だったので、よくかわきました！

コーナー子育て コーナー子育て

～ レンタルできます ～～ レンタルできます ～

グッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ーグッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ー

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート
市民の皆さまからいただいた“チャイルドシート・ベビー
カー・ベビーベッド”をレンタルグッズとして再利用し
ています。帰省や緊急に短期間必要になった等、お問合
せくださいね。

役目を終えたベビー用品、捨てるには新しいし･･･と悩ん
でいませんか？そんな時はぜひ一度ご連絡ください。
（総務・福祉係：２２－３２４６）

おもちゃ図書館　開催予定おもちゃ図書館　開催予定

 6 月 10 日土 ・ 26 日月
 7 月 8 日土 ・ 24 日月
 8 月 12 日土 ・ 28 日月

 6 月 10 日土 ・ 26 日月
 7 月 8 日土 ・ 24 日月
 8 月 12 日土 ・ 28 日月

場所　福祉保健センター
　　　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半

場所　福祉保健センター
　　　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半
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ひとりで悩んでいませんか？
～社協の生活再生支援事業～

生活支援係（福祉保健センター１階）電話：0597－37－4151
月～金　8：30～ 17：15（年末年始・土日祝を除く）

尾鷲市社会福祉協議会では、様々な理由
で生活に困っている方の相談窓口を開設し
ており、社会福祉士等が困りごとの背景な
どを一緒に整理しながら解決（自立・生活
再生）に向けた相談援助を行います。どこ
に相談したらいいか分からずに困っている
場合もまずはご相談ください。 生活が困窮する原因は単に収入が少ないというだけではなく、複数

の様々な原因が絡み合っていることが多く、何をどう解決すれば良
いのか見えにくくなっていることも少なくありません。一人で悩ま
ず、ぜひ相談窓口をご活用ください。自立相談 家計相談 就労相談

緊急食糧等支援 緊急貸付支援
※貸付支援には条件があります。

例えばこんなこと
◆ 生活費に困っている
◆ 公共料金が払えない
◆ うまく仕事に就けない
◆ 病気で働けない
◆ 家族がひきこもりで…

皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。させていただきます。

善意銀行
平成29年 2月1日から平成29年 1月31日までに

ご寄付いただいた方です。(順不同 )

ありがとうございました

妙長寺
辯天宗尾鷲教区
ホビーショップ　くみ

合計

様
様
様

3件

20,000 円
20,000 円
8,500 円

48,500 円

皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。

熊本地震災害義援金集計

（平成 30年 3月 31日まで受付延長）
182件 4,978,960円

東日本大震災義援金集計

（平成 30年 3月 31日まで受付延長）
1,041件 51,487,506円

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

https://www.facebook.com/owaseshakyo/

これからもみんなにこれからもみんなに
笑顔をお届け笑顔をお届け
するにゃぁ♪するにゃぁ♪

－ お問い合わせ － 
尾鷲市地域包括支援センター（福祉保健センター内）

電話 22－3003

日　時：5月 25日㈭　10：00～ 12：00
場　所：尾鷲市福祉保健センター
　　　　　　　1階ボランティア室
参加者：認知症の人を介護している方、
　　　　介護にお悩みの方
参加費：無料

第1回
介護者の会（ささえ愛）

第1回
介護者の会（ささえ愛） 今年度は、年 8 回介護者の会を開催する予定です。

第 1 回は、濱口敦子さん (NPO 法人 HEART TO 
HEART) をお招きし、介護おしゃべり会を行う予
定です。日頃抱える介護の悩みや介護方法の工夫
などを話合いませんか？
5月23日（水）までにお電話でお申し込みください。
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