酒田市社会福祉協議会会報（全戸配布）
第 37 号
平28.10.1

いさまの
♪おたが げさま～
おか
町を
の
分
♪
自
しくみ～
良くする

赤い羽根共同募金運動が
はじまりました

「おたがいさまの歌」
中央共同募金会
ホームページより

赤い羽根は
小さな よいことを
たくさん
しています
上田保育園の通園バス
園のみんなが大好きなこのバスの一部にも
募金が使われています。

寄付者のみなさま
ボランティアのみなさま
いつもありがとうございます !!

今年もご協力をお願いします !!
も

く

じ

●赤い羽根共同募金運動は今年70回目をむかえました  ２～３
●社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進に向けて
●福祉サービス利用援助事業をご存知ですか？ 
●平成27年度収支決算報告 
●PHOTO社協

写真で見る社協事業 

●おしらせ 

４
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「声の会報」
（音読をCD・テープにいれたもの）あります。ご希望の方
（お知り合いの方でも）がいらっしゃいましたらお知らせください。

会報「ふれあい」
は

【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・市条字八森920-2（やまゆり荘内）
松山支部 ☎62-2843・℻62-2841・字西田6（松山健康福祉センター内）
平田支部 ☎52-2260・℻52-3727・飛鳥字契約場35（ひらたタウンセンター内）
※窓口・電話は平日8
：
30〜17
：
15です。

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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赤い羽根共同募金運動は
今年 70回目 をむかえました

戦後「国民のたすけあい」としてはじまった運動は、時代のニーズとともに使いみち
も変化し、今は「自分の町を良くするしくみ」として、地域の福祉活動や災害への備え
などに使われています。

やさしい気持ちとご協力をありがとうございました!!
27年度事業の一部を紹介（26年度の募金が使われています）
多くの方々から
の温かいお声がけ
とお気持ちで、新
型のミシンを購入
できました。これま
でと違う多機能さ
に 驚 い ています。
どんな作品ができ
るのかとても楽し
みです。

みらいず

作文コンクー
ルや子どもと地
域との学習交流
に使わせていた
だきました。登
下校の子どもが
地域の人たちを
フルネームで呼
んで挨拶するな
ど、スローガン
である「地域もひとつの家族」に一歩一歩近づいてきているの
かなと感じています。活動へのご支援に感謝申し上げます。

松原学区社会福祉協議会

定‼

数量限

もしぇのん・あののん
共同募金オリジナルカンバッジ
募金にご協力くださったみ
なさまのために特別につく
りました。詳しくは酒田市
社協（１ページ）へお問い
合わせください。

「ゆうぎ発表会」に使わせていただきました。子どもたちは
練習の成果を堂々と発表し、たくさんの拍手をいただいて自
信に満ちあふれていました。皆様のあたたかい善意の心が子
どもたちの成長の手助けにつながっています。北平田保育園

子どもたちが学んだり相談したりする場に使わせていただ
きました。ご寄付いただいた方々のまごころも合わせて届け
られるような活動を心がけております。

NPO 法人宮野浦未来創生会議ホッとなる

29年度の助成先募集中です

社会福祉が目的で、地域の課題に対応する先駆的
な事業などへ助成します。ボランティアグループ、
福祉団体などのみなさま、ご相談ください。

申請は10/31まで

※申し込み書類を作成するのに少し時間がかかります。
ご相談はお早めに。詳しくはお問い合わせください。

山形県共同募金会酒田市支会（酒田市社協）
連絡先：１ページをご覧ください。
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これまでご協力くださった寄付者のみなさま・
ボランティアのみなさま 心より感謝申し上げます。

これからもご協力をお願いします！

●運動期間
10/1～12/31

●募金方法
街頭で

企業で
世帯で

学校

などで

27年度みなさまからいただいた募金は 12,807,757円 !!
28年度のこちらの事業に活かされています
●子どもたちの健やかな成長・子どもたちと地域の大人の交流のために
酒田報恩会保育園
夏祭り
若浜保育園
夏祭り・高齢者施設訪問
宮野浦保育園
人形劇・高齢者施設訪問
みんなで人形劇を楽しもう・地域高齢
新堀保育園
者との交流会
ふれあい広場・地域高齢者との交流会
広野保育園
（芋煮会）
地域の方々との交流・食育のための畑
浜中保育園
活動
黒森保育園
なかよしクラブ事業・世代間交流会
若宮保育園
地域文化伝承行事・相撲大会
地域高齢者との交流
（さつま芋植えと
小鳩保育園
収穫）
地域高齢者との交流
（さつま芋植えと
亀ヶ崎保育園
収穫）
泉保育園
老人クラブとの交流会・親子運動会
北新橋保育園
みんなで遊ぼう会・親子運動会
西荒瀬保育園
人形劇・施設訪問で世代間交流
十坂保育園
地域高齢者との交流事業
あづまこども園
おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぼう
アテネ乳幼児センター
人形劇、餅つき
酒田ふたば園
親子と地域の人々とのふれあい行事
琢成学区学童保育所
遊具等購入
浜田学区学童保育所
遊具等購入
松原学区第１学童保育所
遊具等購入
松原学区第２学童保育所
遊具等購入
富士見学区学童保育所
遊具等購入
松原学区社会福祉協議会
地域もひとつの家族・世代間交流
ちょうかい子育て応援団
子育て支援事業
たくせいわいわいひろば
子育て支援事業
泉学区子育て応援団
子育て支援事業
スワンの会
グループ活動・研修事業
NPO 法人がくほれんWith 酒田 指導員研修会
報恩会保育園
お地蔵さま祭り
北平田保育園
観劇
中平田保育園
ちゅうりっぷだより発行配布事業
鳥海保育園
マイ夢の里 夏まつり
酒田市子どもまつり実行委員会 酒田市子どもまつり
読み聞かせ会ごろにゃんくらぶ 同年代の子どもと保護者の交流事業
●障がい児・者の社会活動のために
みらいず
パソコン購入
支援センターなのはな畑
ミシン購入
障がい者サポートセンターあらた ミシン購入
生活介護センターふれあい
車いす対応車両購入
山形県盲ろう者友の会
パソコン通訳者養成研修
NPO 法人酒田市障がい者福祉会 酒田市障がい者スポーツ大会、文化祭

八幡身体障害者更生会
身体障害者親睦レクリェーション
松山身体障害者更生会
団体活動費
平田身体障害者福祉協会
障がい児者福祉活動事業
酒田飽海鍼灸マッサージ師会 高齢者に対する治療ボランティア
社会福祉法人酒田市あすなろ
給食用茶碗と弁当購入
福祉会
NPO 法人支援センターふれあ
洗濯機購入
い工房
ワークショップ・ヤッホー
網戸購入
障がい福祉サービス事業所た 緊急避難時の安全確保のための備品
ぶの木
整備
酒田手をつなぐ育成会
家族支援プロジェクト及び意見交換会
八幡手をつなぐ育成会
会員、家族交流会
松山手をつなぐ育成会
ふれあい教室事業
●高齢になっても元気に暮らすために
酒田市老人クラブ連合会酒田支部 地区研修会
酒田市老人クラブ連合会八幡支部 介護予防講座、物作り講習会、研修会
酒田市老人クラブ連合会松山支部 福祉講座事業
酒田市老人クラブ連合会平田支部 老人福祉活動事業
一人暮らしのお年寄り宅電気保安点
酒田電気工事協同組合
検事業
●地域の福祉活動のために
亀ケ崎社会福祉協議会
福祉標語募集事業
宮野浦つながってホッとなる町おこし
宮野浦未来創成会議ホッとなる
事業
ほっとハート庄内
心の健康づくりボランティア
会報発行、災害お見舞い金、心配ごと
酒田市社会福祉協議会
相談などの地域福祉事業
酒田市母子福祉ねむの木会
入学・進級を祝う会
酒田市ボランティア連絡協議会 ボランティア研修事業
平田ボランティア連絡協議会
ボランティアまつり
酒田市自治会連合会
研修事業
酒田市民生委員・児童委員協
全員及び単位民協ごとの研修会
議会連合会
酒田市八幡民生委員・児童委員
団体活動費
協議会
酒田市松山民生委員・児童委員
団体活動費
協議会
酒田市平田民生児童委員協議会 団体活動費
酒田市遺族会
団体活動費
八幡遺族会
八幡戦没者慰霊祭
酒田市遺族会松山支部
団体活動費
酒田市平田遺族会
団体活動費
ふれあい広場・通学合宿事業・高校生ボ
内郷地区社会福祉協議会
ランティア育成事業
南部地区社会福祉協議会
通学合宿事業・ふれあい広場
山寺地区社会福祉協議会
ふれあい広場
松嶺地区社会福祉協議会
ふれあい広場
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平成27年度
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社会福祉法人・福祉施設の協働による

社会福祉協議会決算報告

平成28年５月25日に開催された理事会・評議員会で「平成27年度酒田市社会福祉協議会決算」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費に充てられ、人件費は酒田市か
らの補助金収入及び酒田市・山形県・山形県社協からの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
会費収入

単位：円
項

目

決算額

15,331,100

割

合

備

考

3.6%

各世帯からいただいている社協会費

2,375,247

0.6%

市民や団体からの寄附金

経常経費補助金収入

100,466,905

23.7%

酒田市と山形県社協からの補助金、共同募金配分金収入

市・県・県社協受託金

65,558,813

15.4%

酒田市と山形県、山形県社協からの受託金

3,610,964

0.9%

216,225,255

50.9%

15,037,350

3.5%

障がい者自立支援事業収入

2,447,154

0.6%

コピー機等利用料

寄附金

事業収入
介護保険事業
障がい福祉サービス等事業
雑収入・その他
計
合

福祉サービス利用援助事業及び成年後見事業利用者負担金等
介護保険事業収入

計

3,595,217

0.8%

424,648,005

100.0%

単位：円
目

法人運営事業

決算額

84,384,803

割

合

19.8%

備

人件費等社会福祉法人の運営経費

考

社会福祉基金事業

3,258,131

0.8%

新・草の根事業への繰出し

施設管理運営事業

8,290,467

2.0%

地域福祉センター、やまゆり荘の施設維持管理経費

福祉バス管理運営事業

9,098,649

2.1%

車輛費、燃料費、業務委託料

地域福祉推進事業

17,800,944

4.2%

新・草の根事業、戦没者追悼式経費

地域支え合い事業

1,232,333

0.3%

八幡ミニデイ、地域支え合い研修等の経費

福祉サービス利用援助事業

4,629,000

1.1%

高齢者、障がい者等の福祉サービス利用相談や金銭管理を行う事業

779,762

0.2%

成年後見事業を法人として受任する経費

生活福祉資金支援事業

843,000

0.2%

各種福祉資金相談と手続き業務の経費

18,228,981

4.3%

生活困窮者自立支援事業の経費

4,632,000

1.1%

避難者相談員配置事業、東日本大震災追悼のつどい事業等

223,304,546

52.6%

訪問介護、居宅介護支援、通所介護事業
（障がいを含む）
等の経費

地域包括支援センター事業

26,764,396

6.3%

保健医療、福祉の向上を包括的に支援。総合相談窓口として機能

共同募金事業

10,268,905

2.4%

助成金、歳末激励金、事務諸経費

11,132,088

2.6%

ボランティアセンター事業、公益活動支援事業等

424,648,005

100.0%

その他、地域福祉事業
介護サービス事業

ボランティアセンター事業
計
資産の部

貸借対照表
流動資産

負債の部

固定資産
合

280,109,455
計

純資産の部

流動負債
固定負債
合
計
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
合
計

負債及び純資産の部 合計

675,989,579
956,099,034
19,498,922
135,555,048
155,053,970
113,164,851
341,184,615
35,509,958
4,482,873
306,702,767
801,045,064
956,099,034

繰越金充当
（0.8％）
雑収入・その他
（0.6％）
障がい福祉サービス
等事業
（3.5％）

ボランティア
センター事業
（2.6％）
（2.4％）
会費収入
（3.6％） 共同募金事業
寄付金
（0.6％） 地域包括支援
センター事業
（6.3％）
経常経費
補助金収入
（23.7％）

介護保険
収入
事業
（50.9％） 424,648,005円

地域支え合い事業（0.3％）
地域福祉推進事業（4.2％）
福祉バス管理運営事業（2.1％）
施設管理運営事業（2.0％）
社会福祉基金事業（0.8％）

できない方に対する支援の必要性が高まっている中、社会福祉法人に
ついては、その本旨に従い、他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに対応することが求め
られているためです。
厚生労働省では、社会福祉法人が実施すべき「地域における公益的な取り組み」として、生
計困難者に対する無料・低額の福祉サービスの提供、生活保護世帯の子どもへの教育支援、地

支出
介護サービス
事業 424,648,005円
（52.6％）

その他、地域福祉事業
（1.1％）
生活困窮者支援事業
（4.3％）

月には「社会福祉法人による地域における公益的な取り組み」の勉強会を重ねています。
今後、下記の取り組みを経て、社会福祉法人ならではの福祉サービスを平成29年度から提供
できるよう、検討していきます。
11月下旬（未定）社会福祉法人による地域における公益的な取り組みの検討（地域ニーズ）

１月下旬（未定）社会福祉法人による地域における公益的な取り組みのまとめ（今後の取り組み）


福祉サービス利用援助事業をご存知ですか？
生活支援員募集のおし せ
ら
この事業は、高齢者や障がいのある方で、

福祉サービス利用援助事業では、利用者と

必要な福祉サービスを自分で適切に判断する

社会福祉協議会のあいだで契約を交わし、支

ことが難しいような方、判断能力が低下され

援計画を作成します。その計画に沿って、定

ている方を対象に、「福祉サービスの利用援

助」を基本サービスとして、銀行から生活費

を下ろして届けたり、さまざまな支払いをお手

法人運営
事業
（19.8％）

法人後見事業
（0.2％）
生活福祉資金
支援事業
（0.2％）

期的に利用者を訪問し、預金の払い戻しなど
の支援をするのが「生活支援員」です。

酒田市社協では生活支援員を募集してい

伝いする「日常的金銭サービス」や、大切

ます。 会社を定年退職して、社会貢献した

ビス」を付帯して契約する事業です。

と考えているあなた！酒田市社協まで、ぜひ

な書類等をお預かりする「書類等預かりサー

福祉サービス利用
援助事業
（1.1％）
事業収入
（0.9％）
市・県・県社協受託金
（15.4％）

れています。
これは福祉ニーズが多様化・複雑化し、既存の制度では十分に対応

今後の
スケジュール

法人後見事業
生活困窮者支援事業

本年４月１日に一部施行された改正社会福祉法では、すべての社会
福祉法人に対して、地域における公益的な活動の取り組みが責務化さ

る福祉人材の育成、高齢者への生活支援などをあげています。
酒田市社協では、市内の社会福祉法人等に呼びかけを行い、地域の公益的な取り組みについ
て、７月には「市社協と社会福祉法人・福祉施設の協働による地域公益活動の推進方策」
、９

他

支 出
項

地域の公益的な取り組みの推進に向けて

域住民のサロンや生涯学習会の実施などの地域交流促進のための場の提供、地域内の連携によ

421,052,788

繰越金充当

⑷

利用料は1回につき１，
５００円です。

いと考えているあなた！誰かの役に立ちたい
お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは、酒田市社会福祉協議会

☎23-5765

⑺
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写真で見る社協事業

PHOTO
社協

7/16～8/31
夏のボランティア体験・夏の学習会
さまざまなメニューの中から活動してみたいものを選んで体験する
企画です。今年もたくさんの方にご参加いただきました！

小学生対象の
い
サマースクールのお手伝

社協ってどんな活動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。

5/25 東陽地区社協 合同研修会

盲ろうの方たちと
会話をしてみよう

パソコンにつないだ点字ディスプレイを使って
会話をしました♪

亀ケ崎社協では、地域
でこれからも安心して暮
らし続けるために自分た
ちでできることは何かを
みんなで考える話し合い
を進めています。
この日は、話し合いに
先立ち、支え合いの大切
さや他地域の事例を学び
ました。

目と耳に障
がいを持つ盲
ろう者の会話
にはいろんな
方法がありま
す。写 真はそ
の１つです。

地域で見守りが必要な方について話し合っています♪

カレーづくりやバルーンアートをいっしょに
行いながら会のお手伝いをしました♪

7/27 亀ケ崎社協 会員研修会

地域づくりを進めるに
は一方通行でない住
民どうしの「 学 び 合
い」が大切です。

東北公益文科大学
武田真理子先生

災害ボランティアセンター設置・
運営マニュアルの見直し

7/1 戦没者追悼式

これまで発生した災害
等を検証し、見直しを行っ
ています。

毎月第３水曜日、
「 みんなで楽
しく過ごし
“じょんぶ”になれる
松山いきいきクラブ」を、市松山
総合支所、包括支援センターと
共に開催しています。

８月は夏休み中の
学童の子どもたちが
バザーのお手伝いを
してくれました♪

状況に応じて対応は様々なの
で、完璧はありえませんが、
もしもの場合をできるだけイ
メージし見直しています。

方言かるた大会♪♪

バザー「お福わけ」の売
上げは熊本地震の義援金
として日赤に送られます。

ひきこもりサポーター養成講座

ひきこもりについての知識を持ち、社会全体で支援の輪を
広げていくことを目的に、市と共に開催しています
（全６回）
。

解決には時間
がかかります。あせ
らない、あきらめな
い、
あわてない。

6/23「ひきこもりの現状と課題」
自立支援センターふきのとう 白幡康則氏

悲惨な戦争の犠牲になられた方々へ黙とうを
捧げ、平和を希求していく思いを共有しました。

孤立死防止などのため、各学区・地
区社協では、一人暮らしの高齢者など
をさりげなく見守る仕組みをつくって
います。
この日の会では、日頃見守りに関
わっている自治会長、民生委員、福祉
協力員のみなさんと、包括支援センタ
ー、社協が、地図を見ながら情報交換
をしました。

8/17 松山いきいきクラブ

災害ボランティア
センターは…

災害時、ボランティア
の受け入れ体制を整え、
被災者の生活の自立を支
援するために設置される
臨時のセンターです。

⑹

講話の後はグループワーク
「支援は誰の、何のため？」などを参加者どうし話し合いました♪

7/27「精神疾患とひきこもり
～発達障害と二次障害」
県立こころの医療センター 秋葉大輔氏

様々なタイプがあるので
その方にあった対応が必要なことなど、
とてもわかりやすくお話いただきました♪
背景に精神疾患
がある場 合もあ
ります。できれば
一度は受診を。
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⑻

相談窓口

＊相談は無料です。秘密は固く守られます。

◆生活自立支援センターさかた

編集発行／社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

◇専門スタッフが仕事や生活などでお困りの方
一人ひとりの悩みに寄り添い、課題解決に向
けて一緒に考え、
自立に向けた支援を行います。
●開設日／月曜日～金曜日
（土日祝日年末年始を除く）
●時 間／午前８時30分～午後５時15分
●場 所／酒田市地域福祉センター
（新橋2-1-19）
●電 話／25-0350（直通）
●E-mail／jiritsu@sakata-shakyo.or.jp

◆心配ごと相談
◇健康、
法律、
医療、
高齢者、
女性及び児童問題など
様々な心配ごとについて、
人権擁護委員が相談を
受け、
問題解決のお手伝いをします。
（来所相談）
●開設日／原則 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
（新橋2-1-19）
●問合せ／酒田市社協☎︎23-5765・FAX 24-6299
（平日 午前８時30分～午後５時15分）

発行責任者／阿部直善

心配ごとや困りごとがありましたら、
当社協までお気軽にご相談ください。

＊窓口の住所、連絡先は１ページをご覧ください。

あたたかいご寄付ありがとうございます
匿 名
4,400円
4,417円
匿 名
米50kg
匿 名
3,000円
匿 名
匿 名
3,000円
3,250円
阿部 千代吉 様 
Dパンツ816枚・尿取りパット3,460枚
匿 名
2,000円
匿 名
匿 名
汚れ防止シーツ４枚
10,000円
匿 名
ねまき７点
原 孝子 様 
匿 名
10,000円
米5kg
匿 名
※敬称略

平成28年4月20日～7月31日まで

本会報に関するご質問などがありましたら
お気軽にお寄せください。

◆赤い羽根 共同募金 応援
クリスマスコンサート
◇チケット代は全額共同募金への募金となります。
●日 時／12月３日
（土）
楽しみながら
募金に協力!!
午後２時～
ぜひ
●場 所／酒田市地域福祉センター ごいっしょに!!
（新橋2-1-19）
●出演予定／五右衛門・まごペル
●チケット／一般1,000円
高・大生500円（中学生以下無料）
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

◆歳末たすけあい色紙展・楽焼展
◇市内の芸術家などからお寄せ
お気に入りを
見つけにぜひ足
を
いただいた作品を入札により
お運びください
。
販売します。売上は生活にお
困りの方などへの激励金とな
ります
（歳末たすけあい募金）
。
●期 間／11月28日正午〜12月９日正午
（土日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
●場 所／市役所本庁舎１階フリースペース
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

◆熊本地震で被災された方
東日本大震災で被災された方への
義援金を受け付けております。
◇被害にあわれた皆様に、心からお見舞い申し
上げます。酒田市社協では、引き続き義援金
を受付けております。いただいた義援金は日
本赤十字社へ送金いたします。
●受付場所／
酒田市地域福祉センター（市社協窓口）
市社協３支部（八幡・松山・平田）
＊窓口は平日午前８時30分～午後５時15分
＊住所は１ページをご覧ください。
●受付期間／平成29年３月31日まで
（8/31現在）
※振込による送金もできます。詳しくは酒田市
社協へお問い合わせください。
社協会費・日赤社費へのご協力
ありがとうございます。

６月以降、各自治会、コミュニティ振興会の皆様に届け
ていただいております。ご協力くださった皆様、お忙しい中、
取りまとめてくださった皆様、本当にありがとうございます。

地球にやさしい再生紙を使用しています

