酒田市社会福祉協議会会報（全戸配布）
第 31 号
平26.10.1

題字・川口遊魚さん

今年も赤い羽根共同募金
運動がはじまります。

昨年12月、初めて
「赤い羽根共同募金応援コンサート」
を開催しました。書道シ
ンガーソングライターの友近890
（やっくん）
【写真】
はじめ、
地元で音楽や読み聞
かせ活動を行っている皆さんの素晴らしいパフォーマンスで、満員の会場に笑顔
があふれました。チケット売上等の18万円余りは、
全額共同募金に充てました。
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●赤い羽根共同募金にご協力をお願いします 
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●PHOTO社協「写真で見る社協事業」
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●平成25年度社会福祉協議会収支決算報告 

5

●暮らしの安心をお手伝いします
福祉サービス利用援助事業の紹介 
成年後見制度と法人後見事業について 
●おしらせ 

会報「ふれあい」
は

赤い羽根共同募金の助成により発行しています。
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平成26年度 目標額

12,848,000円

★平成26年度の共同募金は、平成27年度に福祉団体等が行う
地域福祉活動に対して助成されます。

平成25年度に集まった募金が、本年度は下記施設・団体・事業等
に助成されています。
（平成25年度共同募金実績 12,917,271円）
【児童・子育て支援への助成】（順不同）

・すまいるらんど（B）
・支援センターなの花畑
・あすなろ福祉会
・ワークショップ・ヤッホー
・たぶの木
・みつば
・スワンの会
【福祉団体・福祉事業への助成】
・老人クラブ事業助成（４支部）
・一人暮らし高齢者事業
・酒田市障がい者福祉会
・身体障がい者福祉団体（八幡・松山・平田）
・手をつなぐ育成会（酒田・八幡・松山）
・サロン活動等・身障サロン（八幡・平田）
・酒田飽海鍼灸マッサージ師会
・ボランティア団体・事業費助成
（酒田・八幡・平田）
・母子福祉ねむの木会
・酒田市民生委員・児童委員協議会（４支部）
・遺族会（４支部）
・酒田市自治会連合会
・松原学区社協
・酒田市社協事業

・若宮保育園
・十坂保育園
・新堀保育園
・北平田保育園
・報恩会保育園
・亀ヶ崎保育園
・小鳩保育園
・北新橋保育園
・泉保育園
・西荒瀬保育園
・広野保育園
・宮野浦保育園
・黒森保育園
・浜中保育園
・中平田保育園
・鳥海保育園
・がくほれんwith酒田
・宮野浦学区学童保育所（きらめきクラブ）
・泉学区第１学童学童保育所
（ひまわりくらぶ）
・平田学区学童保育所（みさとクラブ）
・西荒瀬学区学童保育所（つくしクラブ）
・新堀学区学童保育所
・広野学区学童保育所
・浜中学区学童保育所
・南平田学童保育所（みすみっ子クラブ）
・泉学区子育て応援団
・たくせい子育て応援団
・中平田子育て応援団
・新堀子育て応援団
・ちょうかい子育て応援団
・ごろにゃんクラブ（八幡）
・通学合宿事業（松山）
・子どもまつり実行委員会
・児童遊園整備事業
【障がい者福祉への助成】
・盲ろう者友の会
・サポートセンターあらた
・みらいず
一人暮らし高齢者事業【電気保安点検事業】
・ふれあい工房
（酒田電気工事協同組合、東北電力、酒田地区広域行政組合消防本部）
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じぶんの町をよくするしくみ

期 間 10月1日〜12月31日
期間中は、地域での募金活動をはじめ、街頭や法人・企業・学校等さまざまなとこ
ろで募金活動を目にされるかと思います。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

共同募金の流れ

赤い羽根共同募金

山形県共同募金会

山形県共同募金会
酒田市支会（社協内）

戸別募金・街頭募金
法人募金・学校募金等

酒田市内の福
祉施設や福祉
事業等に助成

Q＆A

赤い羽根共同募金ってなぁに？
共同募金は、社会福祉法に定められた募金活動で、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる福
祉のまちをつくるための住民によるたすけあい運動です。
お寄せいただいた募金は、地域福祉活動
事業や福祉施設の整備、福祉団体の活動などに助成されています。

善意の募金なのに、なぜ目標額があるの？
私たちのPR不足もあってあまり知られていませんが、共同募金は、お金が集まってから使いみちを
決める仕組みではありません。助成を希望する団体等は、まず各市町村社協
（県共同募金会支会）
に
申請します。県共同募金会がこの申請を審査し、翌年度の助成計画（必要な募金額）
を市町村ごとに
決定します。
この決定した金額が募金目標となります。
つまり、共同募金は計画募金であり、今年度の
目標額は、
昨年度の申請・決定に基づくもの、
今年度の申請・決定は来年度の目標額になります。
※右のページの助成には、昨年度の募金が充てられています。
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▲８月10日
「新地域支援のあり方を考えるフォーラムin酒田」
が酒田市公益ホールを会場に開催されました。介
護保険制度の改正にどう対応するかをテーマに、厚労省、さわやか福祉財団による基調講演の後、地域で精力
的に支え合い活動に取り組んでいる琢成学区やNPO法人「いぶき」、平野新聞舗、それに市行政を交えてパネ
ルディスカッションを展開。約300名の参加者は、制度改正で求められる新たな地域支え合い活動の必要性につ
いて、理解を深めました。
◀７月２日市遺族会と共催で
「酒田市戦没者追
悼式」
を挙行しました。
志半ばで帰らぬ人となった戦没者に哀悼の誠を
捧げるとともに、恒久平和を誓いました。

お 詫 びと訂 正
平成26年6月1日に発行「会報ふれあい第30号」の記載
に誤りがありました。
P4 右下段 一 條地区 ふれあい給食用プレゼントの
写真記事コメント内
【誤】 一條地区の学童保育の皆さん
【正】 一條小学校有志の子どもたち
訂正し、
お詫び申し上げます。

▲７月、南陽市の豪雨災害を受け、災害ボランティ
アセンターに職員を派遣。ボランティアの受付や被
害にあわれた地域住民のニーズとボランティアを結
び付けるマッチング等を行ってきました。多い時には
約500名のボランティアが各地から駆けつけてくれ
ました。写真は受付を終えたボランティアの方々が
活動前の注意等説明を聞いているところです。

社会福祉協議会、略して「社協」ってどんな活動

▲７月14日、23日ふれあい給食指導者講習会を開催し
ました。食中毒予防を主とする食の安全について学び、
また地域で実施した際に喜んで食べてもらえるよう実際
に調理して、意見を出し合いました。

をしているんだろう？ほんの一部ですが、写真を通
して紹介します。

▲ボランティアリーダーへの説明

写真で見る社協事業

PHOTO
社協

⑸
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平成25年度

社会福祉協議会決算報告書

平成26年５月23日開催の理事会、評議員会で「平成25年度酒田市社会福祉協議会決算書」が承認されましたので
お知らせします。皆様からいただいた会費収入は、全額地域福祉推進事業に充てられ、人件費は経常経費補助金収
入、受託金収入等でまかなわれています。各事業の実施にあたりましては、酒田市並びに市民の皆様、また、自治
会やコミュニティ振興会、学区・地区社協、民生児童委員、福祉・ボランティア団体、法人等々、多くの機関・団
体・事業所の皆様からご協力をいただきました。

収 入

単位：円
項

目

決算額

会費収入

割

15,597,050

寄附金収入
経常経費補助金収入

合

備

3.5%

1,951,281

0.4%

93,714,383

20.6%

考

各世帯からいただいている社協会費
市民や団体等からの寄附金
酒田市と山形県社協からの補助金

交付金収入

900,000

0.2%

国からの雇用開発助成金交付金

受託金収入

44,497,491

9.8%

酒田市と山形県社協からの受託金

事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入・自立支援費等収入
基金取崩収入
引当金戻入
雑収入・その他
合

計 （Ａ）

3,514,269

0.8%

福祉サービス利用援助事業及び成年後見事業利用者からの負担金

12,147,446

2.7%

一般と歳末たすけあい募金配分金

235,266,507

51.8%

3,221,677

0.7%

介護保険事業、障がい者自立支援にかかる収入
社会福祉基金の取崩収入

9,047,765

2.0%

退職給与引当金戻入額

34,092,202

7.5%

経理区分間繰入及び利息などの収入等

453,950,071

100.0%

支 出

単位：円
項

目

決算額

法人運営
施設管理運営事業
地域福祉推進事業

割

合

備

考

117,947,062

23.3%

人件費等社会福祉法人の運営経費

8,623,018

1.7%

地域福祉センター、
やまゆり荘の施設維持管理経費

17,945,364

3.5%

新･草の根事業、戦没者追悼式等

福祉バス管理運営事業

10,262,730

2.0%

車輌費、燃料費、業務委託費

共同募金配分金事業

12,147,446

2.4%

配分を受けた共同募金の助成費

社会福祉基金事業

72,866,084

14.4%

4,324,000

0.9%

福祉サービス利用援助事業

地域福祉基金への積立等
高齢者、障がい者等の福祉サービス利用相談や金銭管理支援を行う事業

生きがい活動支援通所事業

1,116,052

0.2%

八幡地区ミニデイサービス事業

生活福祉資金貸付事業

4,211,200

0.8%

各種福祉資金貸付相談と手続き業務の経費

ボランティアセンター事業

8,612,029

1.7%

ボランティア振興業務に係る経費

409,811

0.1%

成年後見事業を法人として受任する経費

法人後見事業
地域包括支援センター事業
介護保険事業
合

計 （Ｂ）

26,858,054

5.3%

221,839,731

43.7%

507,162,581

100.0%

保険医療、
福祉の向上を包括的に支援。総合相談窓口として機能
訪問介護・居宅介護支援・デイサービスの経費

収入
（A）453,950,071円－支出（B）507,162,581円＝当期活動収支差額

△53,212,510円

※当期活動収支差額はマイナスとなっていますが、決算書の書式上、認知症型通所介護事業の開始に必要な事業費が含まれているためです。この分は、介
護設備等更新基金6,700万円を充当していますので、実質黒字決算となります。

基金取崩・引当金戻入・
雑収入・その他収入
（10.2％）

会費・寄附金収入
（3.9％）
法人運営
（23.3％）

収入

453,950,071円
介護保険収入・
自立支援費等収入
（51.8％）

経常経費補助金・
交付金・受託金・
事業収入
（31.4％）

共同募金
配分金収入
（2.7％）

介護保険
事業
（49％）

ボランティア
センター事業
（1.7％）

支出

施設・福祉バス
管理運営事業
（3.7％）

507,162,581円
基金事業
（14.4％）

地域福祉活動事業
（5.5％）
共同募金事業
（2.4％）
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お手伝いします
福祉サービス利用援助事業を紹介します
福祉サービス
利用援助事業って

何？

●福祉サービスを利用したいけれどよくわからない…
●いろいろな料金の支払いをつい忘れてしまう…
●通帳や印鑑の置き場所を忘れてしまう…
■高齢者や障がいのある方等の福祉サービス利用のお手伝い
や日常的な金銭の管理をします。また大切な書類（預金通帳、印鑑、
年金証書など）を預かり、貸金庫など安全な場所で保管します。ご
本人と契約を結んで利用する制度です。

① 福祉サービス利用のお手伝い
＊福祉サービスの利用料を支払う手続きや、
日常生活に必要な事務手続きをします。

② 日常的な金銭の出し入れのお手伝い
＊銀行などに行って、年金や生活費の引き出
しなどを支援します。
＊公共料金や税金などの支払い、口座引落し
の手続きをします。
＊日用品などの購入代金を支払う手続きをし
ます。
＊その他、書類や請求書類の整理などをお手
伝いします。

③ 大切な書類等の預かり
＊本人が希望された場合、大切な書類や預金
通帳、印鑑、年金証
書などをお預かりし、
貸金庫などの安全な
場所で保管します。

「福祉サービス利用援助事業」は、社会福祉協議会
の専門員と生活支援員がお手伝いします。
専門員
心配ごとや困りごとについてご相談を受け、
ご本人の希望をお聴きして、ふさわしい支援
計画を作り契約まで担当します。サービスの
利用を始めてからも、支援計画を変えたい場
合や心配な点があれば、いつでも相談にお伺
いします。
生活支援員
支援計画にそって定期的
にご本人を訪問し、具体的
なサービスを行います。
利用料
１回

1,500円

※生活保護世帯の方は
利用料が免除されます。

詳しくはお問い合わせ下さい

酒田市社会福祉協議会 地域福祉課
☎0234-23-5765
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暮らしの安心を
成年後見制度と法人後見事業

Q 成年後見制度とは？
成年後見制度は、民法を基本
とした制度で、認知症、知的障
がい、精神障がいなどの理由で
判断能力が不十分な方の財産管
理や身上監護を、本人に代わっ
て法的に権限が与えられた代理
人が行い、安心して生活できる

庭裁判所によって選ばれた成年
後見人（成年後見人・保佐人・
補助人）が、本人の利益を考え
ながら、本人の保護・支援を行
います。

Q 任意後見制度とは？

「後見」
「保佐」
「補助」

よう本人を保護し、支援する制
度です。
成年後見制度は、大きく分け
ると、法定後見制度と任意後見
制度の二つがあります。

本人が十分な判断能力がある
うちに、不十分になった場合に
備えて、自分の生活や財産管理、
日常的な世話をしてもらう人な
ど、事前に決めておきたい人が
利用します。この制度は公証人
が作成する任意後見契約（公正
証書）を、あらかじめ指名した

法定
後見制度

任意後見人と結びます。
そして判断能力が低下したと
きに、任意後見人は裁判所が選
任する任意後見監督人の監督の
もとに援助を行う仕組みになっ
ています。

任意
後見制度

Q 法定後見制度とは？
法定後見制度は、すでに判断
能力がない、あるいは不十分な
ために日常生活に必要な契約や
売買（法律行為）を行うことが
できない、自らの財産や金銭な
どを管理しにくい方が利用する
制度です。
後見、保佐、補助の三つに分
かれており、判断能力の程度な
ど本人の事情に応じた制度を利
用できます。
法定後見制度においては、家

成年後見制度

酒田市社会福祉協議会に

おける法人後見事業について

酒田市社会福祉協議会では、
福祉サービス利用援助事業を山
形県社会福祉協議会より受託し
ておりますが、判断能力のさら
なる低下により、本制度では対
応ができないケースの増加がみ
られるようになりました。
また、認知症や障がいのある
一人暮らし世帯等の増加、家族
との関わりの希薄化、孤立化な
どにより、市長による後見開始
申立も増えております。
そのようなことから、酒田市
社会福祉協議会では、平成二四
年 度 よ り、
「法人」として後見
人 を 受 託 す る「 法 人 後 見 事 業 」
に取り組んでおります。
高齢化が進めば進むほど、あ
るいは障がいのある方の将来を
考えると、この事業に対する期
待は高まっていくと思います。
当協議会は、高齢者や障がい者
の権利を安定的、継続的かつ公
正に擁護するため、社会福祉法
人として成年後見受任の拡大に
努めてまいります。
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◆ひらたボランティアまつり

編集発行／社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

●日時／11月３日（文化の日）
●会場／ひらたタウンセンター
・体験（音訳、点字、要約筆記、心肺蘇生法）
・実演：AED、（災害時）炊き出し
・災害グッズ展示、バザー
・「まちの保健師さん」コーナー
＊灯し残しの「ろうそく」を集めています。
●問合せ／酒田市社会福祉協議会
平田支部まで ☎52-2260

◆共同募金応援X’masコンサート

発行責任者／阿部直善

初の開催となった昨年に続いて、今年は「共
同募金応援X’masコンサート」と銘打って開催
します。メインゲストは、オカリナとエレクト
ーンの女性ユニット「ルリアール」の皆さん。
地元の音楽グループも出演します。どうぞお楽
しみに。
チケット代金（金額未定）は、全額共同募金
に充てられます。
●日時／12月６日㈯ 午後１時〜４時
●場所／酒田市地域福祉センター
※パンフレット、チケット等の詳しいことは酒
田市社協のホームページ、その他でお知らせい
たします。

◆歳末色紙楽焼展のお知らせ
市民の芸術作品創作者から、色紙・楽焼など
の作品をご寄付いただき、愛好者からの入札に
よる益金を、歳末たすけあい募金の激励金とし
て配分する「歳末色紙楽焼展」を開催いたしま
す。皆さまのご協力をお願い申し上げます。
●期間／12月23日㈫から
12月26日㈮正午まで
●場所／酒田市総合文化
センター１階モール
●問合せ／酒田市社会福
祉協議会まで ☎23-5765

⑻

◆心配ごと相談（毎月第１・３・5火曜日）
●時間／午前９時～正午
●場所／酒田市地域福祉センター
●電話／0234－23－5765
＊相談員は人権擁護委員です。秘密は固く守ら
れますので、安心してご相談ください。
＊相談は無料です。

◆あたたかい福祉のひかり
ご寄附ありがとうございました
●酒田市社協へのご寄付
匿名 
  5,000円
アクサ生命保険㈱酒田営業所 
4,681円
匿名 
  8,800円
酒田飽海建設総合組合八幡支部 
17,540円
匿名 
  5,000円
匿名 
5,000円
酒田飽海建設総合組合酒田大工支部連合会

  10,157円
匿名 
10,000円
若浜小学校児童会 
11,767円
佐藤正子（新橋）
手ぬぐい 17枚
匿名 
5,000円
駅東夏祭り中学生売店
工藤彩未・小玉優香・堀 智聡 
1,800円
匿名 
5,000円
※敬称略

平成26年４月１日～８月末日まで

【発 行】
社会福祉
法
人

酒田市社会福祉協議会

〒998-0864 酒田市新橋二丁目1番地の19
酒田市地域福祉センター内 ☎23-5765・℻24-6299
E-mail:shakyo＠sakata-shakyo.or.jp
ホームページ:http://www.sakata-shakyo.or.jp/
八幡支部 ☎64-3765・℻61-1214 松山支部 ☎62-2843・℻62-2841
平田支部 ☎52-2260・℻52-3727

地球にやさしい再生紙を使用しています

