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（平成３０年７月）

№

社協だより

４月26日に福祉の村で「鯉のぼりフェスティバル」を開催しました。市内15ヶ所の保育園やこども園の子ど
もたち284名が参加。約50匹の鯉のぼりと一緒に歌を歌い記念撮影をしました。
鯉のぼりの一部は、市民の皆様からご寄付いただいたものです。ご寄付いただいた皆様、ありがとうございま
した。

主な内容
２～３ページ … 平成29年度事業報告・決算
４～５ページ … 平成30年度事業計画・予算
６ページ ……… 社協会費へのご協力のお願い

７ページ
８ページ
９ページ
10ページ

…
…
…
…

支え合いマップ、あんしんねっと、生活あんしん相談室
県勢功労者表彰、プールからのお知らせ
お知らせ・ご案内
権利擁護市民セミナー、地域ボランティア活動助成

久慈地域成年後見センター事業（久慈市、管内町村）

その他の事業

●運営委員会（２回）、ネットワーク会議（６回）の
開催
●市民後見人養成講座の開催（全７回、受講者 28名）
●市民セミナーの開催（参加者 124名）
●相談支援の実施（延べ 120件、内 久慈市 87件）
●法人後見の実施（受任１名、法人後見審査委員会１回）

●苦情解決事業及び第三者委員の設置

平成29年度

（苦情申し立て件数 ０件）

●福祉基金利息の活用

貸付事業

（29年度末現在 253,135,490円、地域のボランティア活動３
団体へ助成）

平成29年度は、基本方針に掲げた「地域での支えあい活動の推進」、「久慈地域成年後見センター
事業」、「生活支援・介護予防体制整備事業」「生活困窮者自立相談支援事業」を重点事業に、久慈市をは

●共同募金運動の促進
●久慈地区広域社協連絡協議会事務局
●チャレンジド結いっこ・やませの里連絡協議会
への協力

じめ関係機関・団体と連携を図りながら地域住民の参加・協力を得て、子どもから高齢者まで幅広く事業
を展開し、特にも久慈地域成年後見センター事業では、新たな権利擁護の担い手として市民後見人を養成
したほか、法人後見事業の実施など判断能力が不十分な方の権利擁護を推進したところであります。

●生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業
（相談件数延べ 289件、貸付件数 12件）

貸

借

対

資産の部

照

目

金

流動資産

額

科

42,912,638

現金預金

8,770,133

事業未収金

32,477,167

立替金

436,018

目

その他の固定資産
構築物

金

額

科

以下、主な事業内容は次のとおりです。

表

純資産の部
目

404,415,606 流動負債
734,660
1,178,978

預り金

車輛運搬具

3,214,171

職員預り金

前払費用

445,320

器具及び備品

6,033,268

前受金

１年以内回収予定長期貸付金

784,000

ソフトウェア

67,320

仮受金

253,135,490
98,034,470
55,438,865
72,949,270

0 （うち当期活動増減差額） △ 8,806,220

賞与引当金

7,691,595

退職手当積立基金預け金

62,823,350

退職給付引当資産

21,689,504 固定負債

基本財産

146,870,351

福祉基金積立資産 253,135,490

退職給付引当金

建物

144,870,351

財政調整基金積立資産

負債の部合計

差入保証金

額

2,000,000

22,500 次期繰越活動増減差額

0

資産の部合計

金

1,980,223 財政調整基金積立金

551,285,957

2,000,000

目

10,144 国庫補助金等特別積立金

仮払金

定期預金

科

18,423,184 福祉基金

固定資産

55,438,865

額

28,127,646 基本金

事業未払金

機械及び装置

金

そのほか、児童生徒を対象とした福祉教育の推進に努めたほか、指定管理者受託事業（４年目「指定期
間５年」）においては、「福祉の村」等の施設管理や自主事業の実施など、これまでの実績をふまえ、改善
を図りながら事業を推進しました。

（平成30年３月31日現在）

負債の部

科

久慈市社協事業報告

純資産の部合計

481,558,095

84,512,854 負債及び純資産の部合計 594,198,595
84,512,854

（単位：円）

112,640,500

100,000

福祉基
金の
お知ら
せ

594,198,595

市民の皆さまや団体・企業等から寄せられた寄付金などを積み立てている
福祉基金は、平成30年３月31日現在、253, 135, 490 円の積立額となり
ました。
平成29年度に積立額から生じた利息 204, 486円は、寺子屋合宿事業（子どもたちのボランティ
ア体験）に活用したほか、地域住民の生活を支援するボランティア活動に助成しました。

会の運営

ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」の運営

●理事会４回、評議員会１回、定例監査、出納調
査３回、評議員選任・解任委員会１回

●
「ご近所介護ステーション」

地域福祉事業

（子育て親子の交流、相談会等

●地域での支えあい活動の推進
（地域座談会の開催、支えあい情報紙発行、ふれあいサロ
ン実施支援「実施経費の一部助成、訪問相談支援等」、町
内会等による除雪要支援世帯に対する除雪支援活動への助
成「登録９団体の内、４団体へ助成」、住民支えあいマッ
プづくり「４地区」）

●福祉情報の提供
（社協だよりの発行「４回」、ホームページの更新「毎月・随
時」、声の広報「24回」）

●歳末たすけあい運動の実施（801名に激励金を贈呈）
●介護機器貸し出し事業（貸出件数延べ 708件）
●地域活動支援センターチャレンジランドの運営
（延べ 142回開催、利用者延べ 1,232名）

その他
（受取利息、貸付事業収入等）

会費 10,676,800(3.9％）
寄付金 496,499(0.2％）

553,578(0.2％）
積立資産取崩
6,186,520
（2.3％）
事業収入
10,439,224
（3.8％）

前期末支払
資金残高

収
介護保険
66,663,043
（24.4％）

経常経費補助金
41,476,784
（15.2％）

入
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（ボランティア登録 36団体・1,938名、ボランティア活動の
連絡調整延べ 239件）

●ボランティア保険料の一部助成（383名）
●地域ボランティア活動への助成
（助成団体３団体、助成総額 237,000円）

●手話入門教室・あんしんお手伝い教室の開催

助成金
10,401,960
（3.8％）

（参加者延べ 30名）
事業費
54,748,648
（20.0％）

合計
273,364,058
受託金
105,939,055
(38.7％）

共同募金配分金
8,191,623(3.0％）

その他（負担金、貸付事業等）
201,720(0.1％） 当期末支払資金残高
（30年度へ繰越）
21,692,587(7.9％）

共同募金配分金
3,204,000(1.2％）

（28年度より繰越）

22,740,932
（8.3％）

積立資産積立金
67,000(0.0％）

支

●あんしんサポート事業（有償ボランティアによる家事

出

合計
273,364,058

人件費
169,083,458
（61.9％）

事務費
13,964,685
（5.1％）
（単位：円）

援助サービスの提供

利用件数延べ 734件）

福祉教育
●鯉のぼりフェスティバルの開催
（15保育園 329名）

●寺子屋合宿の開催（小学生 60名、ボランティア 36名）
●福祉作文コンクールの実施（応募数 40編）
●福祉教育出前講座の実施
（小学校等に出向き車いす体験等延べ 38回）

受託事業
●日常生活自立支援事業
（久慈市利用契約件数 68件、相談件数延べ 2,225件）

●生活支援・介護予防体制整備事業
●敬老会事業（対象者数 6,144名）
●いきいきシニアスポーツ大会（参加者 446名）
●白樺大学の開催（参加者延べ 470名)
●地域包括支援センターブランチ事業
（相談件数 72件、申請代行 46件）

●生活支援相談員設置事業
（被災世帯訪問延べ 259世帯、被災地区サロン延べ 47回）

●精神障害者社会適応訓練（２名を延べ142日受け入れ）

生活困窮者自立相談支援事業（久慈市、管内町村）
●生活あんしん相談室の運営

●ふれあい福祉まつり
（福祉バザー、模擬店、福祉茶会など

親子等利用者延べ 7,784名）

（町内会等への訪問活動延べ 37回）

●ボランティア活動センターの設置運営

資金収支計算書

延べ 2,202名）

●
「つどいの広場」

ボランティア事業
平成29年度

（デイサービス利用者・一般利用者等

来場者 2,084名）

（相談件数延べ 2,359件、内 久慈市 1,007件）

居宅介護支援事業

施設の管理運営

●ケアプラン作成（延べ 3,593件）
●要介護認定調査（延べ 81件）
●介護予防プラン作成（延べ 256件）

●総合福祉センターの管理運営
●「福祉の村」、「屋内温水プール」、「山形老人福祉
センター」の管理運営（指定管理）
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平成30年度

久慈市社協事業計画

福祉教育

受託事業

◇寺子屋合宿の開催（小学生対象の１泊２日の体験学習）
◇福祉作文コンクールの実施

◇日常生活自立支援事業（あんしんねっと）
の実施

◇鯉のぼりフェスティバルの開催

◇敬老会事業の実施

◇福祉教育出前講座の実施（車いす体験等）

◇いきいきシニアスポーツ大会運営

共に創り高め合う地域共生社会の実現に向けて、各種事業を展開するとともに、地域での支えあ

◇高齢者生きがいづくり事業（白樺大学など）

い活動の推進、久慈地域成年後見センター事業、生活支援・介護予防体制整備事業、生活困窮者

◇生活支援事業の実施（被災世帯支援）

自立相談支援事業を重点事業として推進します。

「ふれあい ささえあい いきがい」を基本方針に、全ての市民が、地域、暮らし、生きがいを

◇精神障害者社会適応訓練事業の実施

地域福祉事業
生活困窮者自立相談支援事業
（久慈市及び管内町村）

（支えあい活動モデル地区の推進、住民支えあいマップづくり等）

◇ふれあいサロン実施への支援

◇生活あんしん相談室の設置運営
◇ネットワーク会議・支援調整会議の開催
◇出張相談会の開催（管内）

福祉教育出前講座（白杖体験）

◇地域での支えあい活動の推進

（訪問相談、地区集いの開催）

◇町内会等による除雪要支援世帯に対する除雪支
援活動への助成

久慈地域成年後見センター事業
（久慈市及び管内町村）
◇成年後見制度の利用支援、普及・啓発
◇市民後見人の育成及び支援
◇法人後見の受任
◇ネットワーク会議の開催

◇福祉サービス情報の提供
◇歳末たすけあい運動の実施

貸付事業

その他の事業

◇生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業の実施

◇苦情解決事業及び第三者委員の設置
◇福祉基金利息の活用

◇介護機器貸し出し事業の実施
◇地域活動支援センターチャレンジランドの運営

（地域のボランティア活動への助成）

居宅介護支援事業

◇ボランティア保険料の一部助成
（福祉基金利息を活用）

◇久慈地区広域社協連絡協議会事務局

◇あんしんサポート事業の実施
（ボランティアによる家事援助）

◇チャレンジド結いっこ・やませの里連絡協
議会への協力

◇介護予防プラン作成の受託

◇ボランティア活動センターの設置運営
◇地域のボランティア活動への助成

◇共同募金運動の促進

◇要介護認定調査の受託・実施

ボランティア事業

◇ふれあいサロンの集いの開催
◇福祉まつりの開催

平成30年度
その他（受取利息配当金、貸付事業など）
1,069(0.4％)

会費
10,700(4.0％）

前期末支払資金残高（29年度より繰越）
3,270(1.2％）

寄付金
600(0.2％）

積立資産取崩
17,251(6.4％）
事業収入
10,580
(3.9％）

収
介護保険
66,255
(24.6％）

経常経費補助金
45,907
(17.1％）

入
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当期末支払資金残高
（31年度へ繰越）

積立資産積立金
110(0.0％）

助成金
11,849
(4.4％）

ふれあいサロン

3,070(1.1％）
その他

共同募金
配分金
4,185(1.6％）

合計
268,872
受託金
102,855
(38.3％）

共同募金配分金
10,385(3.9％）

資金収支予算

（予備費、貸付事業など）

2,052(0.8％）

ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」の運営
◇ご近所介護ステーション（デイサービス）の運営

事業費
58,153
(21.6％）

支

◇つどいの広場の受託・運営

出

合計
268,872

ふれあいサロンの集い

人件費
174,240
(64.8％）

生活支援・介護予防体制整備事業
◇生活支援コーディネーターの配置

事務費
15,213
(5.7％）

◇地域のニーズと資源状況・生活支援・介護予防
サービスの把握
（単位：千円）

◇関係者間のネットワークの構築

施設の管理運営
◇総合福祉センターの管理運営
◇「福祉の村」、「屋内温水プール」、「山形老
人福祉センター」の管理運営（指定管理）
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〜 社協会費へのご協力のお願い 〜
一世帯１, ０００円のご協力をお願いいたします。
ふくしのまちづくりのための貴重な財源として活用させていただきます。
久慈市社会福祉協議会（社協）は、「誰もが参加し、支えあい、共に創ろう ふくしの
まち」を基本目標に、各種事業を展開しております。
全ての市民が、住みなれたまちで健康で生きがいを感じ、ふれあい、支えあいを大切にする地域社会の実
現に向けて、平成３０年度は「地域での支えあい活動の推進」、「久慈地域成年後見センター事業」、「生活支
援・介護予防体制整備事業」、「生活困窮者自立相談支援事業」を重点事業として推進してまいります。
活動を支える財源は、市民の皆様からご協力いただいている会費や寄付金、久慈市からの補助金や委託金、
共同募金からの助成金のほか、介護保険事業による自主財源の確保にも努めております。〔４〜５ページの
事業計画と予算もご覧ください〕
今年度も昨年同様、一世帯 1,000 円の会費を福祉委員（行政連絡区長）さんを通じてお願いしますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、東日本大震災及び平成２８年の台風10 号で被災された世帯（家屋が全壊・半壊した方や失業・収入
減などの間接的な被害を受けた方）につきましては、可能な範囲（納入見送りでもかまいません）でご協力
くださいますようお願い申し上げます。

●平成 29 年度社協会費の実績報告
10,371 世帯より 10,370,800 円のご協力をいただきました。ご協力いただいた会費は、ふれあいサロンや
あんしんサポート事業など、地域福祉活動の財源として活用いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご寄付
ありがとうございました
（平成３０年２月から平成３０年６月まで）

◆福祉基金
●門前町内会青年部銀杏会
……… ２０,０００円
◆ボランティア・支えあい事業
●匿 名 …………… ２,０００円
◆法人運営事業
●ボランティアサークルホットタウン
……… １０,０００円
（敬称略）

平成30年度 久慈市共同募金委員会
助成事業の助成団体決定
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」活動
を支援するため、次の２団体に備品整備費等として総
額１７万円を助成することに決定しました。
この助成は平成２９年度に皆様からご協力いただい
た赤い羽根共同募金が活用されるものです。
●サロン森 大川目町（代表 馬内 勝雄）
事業名：高齢者介護予防事業
整備品：液晶テレビ、ＤＶＤプレーヤー
●荒町町内会（会長 外里 壽)
事業名：ふれあいサロン支援事業
整備品：炊飯器、座椅子、ワイヤーラック

各地で大きな被害をもたらした次の災害に対して、
義援金を募集しております。
皆さまのご協力をお願いします。

▷ 平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害義援金 （平成 30 年９月 28 日まで）
▷ 平成 28 年熊本地震義援金 （平成 31 年３月 31 日まで）
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支え合いマップづくり
支え合いマップとは？？
50〜80世帯の範囲内の地図を広げ、地域に
おける『気になる人』を探し、その人と関わり
のある人や機関等を線で結んだ地図です。
地域住民の関わり合いの実態や課題を把握し、
解決策を探る手法の一つです。

より良い『福祉のまちづくり』のため、
支え合いマップづくりをすすめています！
支え合いマップイメージ図

支え合いマップづくりの目的！
！
『福祉のまちづくり』への課題探し ＋ 解決探し

地域の中で困っている人の把握や地域の課
題、その課題を解決するための策を地域の人
が主体となり考えていくために、地域の課題を
見える化する手法です。
費用は無料です。
町内会やサロンなどで作成できますので、
【問い合わせ先】 社協本所 地域福祉課 ☎５３−３３８０ FAX５２−７７１５
お気軽にお問い合わせください。

日常生活自立支援事業
愛称「あんしんねっと」
高齢の方や障がいを持った方が地域で安心して生活が送れ
るよう福祉サービスの利用手続きの援助や代行、また、それ
にともなう日常的金銭管理などをおこなう事業です。

介護保険関係の書類が
たくさんくるけど、
どう手続したらいいか
わから
ない方

計画的にお金を使いたい
けど、いつも
迷って
しまう方

もし、困っている方がいらっしゃい
ましたら、まず、社会福祉協議会に
ご連絡ください。「専門員」がご相
談に応じます。（秘密厳守）

福祉サービスを使いたい
が、どうすれば
いいか
わからない方

最近物忘れが多くて
預金通帳をちゃんと
しまったか、
いつも心配
な方

［問い合わせ先］ 社協本所 地域福祉課 ☎５３−３３８０
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・山形事務所長

木戸口

敏男

嵯峨主事

７月～８月は９時開館となり
ます。
７月18日～８月16日までの
期間は休まず営業します。

教

室

30

年度の県勢功労者表彰が

笑顔をモットーに、地
域のために頑張りま
す。よろしくお願いし
ます。

25

日︑ 盛 岡 市 東 中 野 町 の 知 事 公 館

再雇用

県勢功労者表彰

樹

5月

和

に お い て︑ 平 成

峨

行われ︑当市から︑元県手をつなぐ育成会

嵯

事

会長の中野信男さんが表彰されました︒

・主

中野さんは︑多年にわたり︑県手をつな

彦

ぐ育成会会長等として︑組織の充実強化に

一

努めるとともに︑障がい者の自立支援の充実に貢献︒また︑希望郷い

野

わて大会選手育成強化推進委員会副委員長として︑同大会に出場する

和

本 県 選 手 の 育 成 に 尽 力 す る と と も に︑ 全 国 障 が い 者 ス ポ ー ツ 大 会 に 岩

・事務局長

手 県 団 長 と し て 参 加 す る な ど︑ 障 が い 者 ス ポ ー ツ の 発 展 に も 貢 献 さ れ

新採用

たことが認められて表彰を受けられました︒

４月１日からの職員を紹介します!!

当市では︑久慈地域障害者自立支援協議会会長︑久慈市手をつなぐ

育成会会長︑久慈市社協監事等を務めております︒

職 員 紹 介

ポイント付与期間：平成30年７月１日～８月31日
対
象：中学生以下
内
容：１回ごとに１ポイント付与し、３ポイント
たまると次回の利用料が無料になります。
※無料分の有効期限：平成30年９月30日

内

容

日

スイムレッスン

水泳の基礎を練習します。

楽々ウォーキング

浮力を利用し、安全で効果的な全身運動を
行います。

イ ン タ ー バ ル
ウ ォ ー キ ン グ

３分毎に早足とウォーキングを行い、脚力
を向上させます。

アクアサーキット

ウォーキングと筋力トレーニングを交互に
行い、筋力、持久力を向上させます。

時

火曜／13：00～13：30
木曜／13：00～13：30
水曜／19：00～19：30
木曜／11：00～11：30
土曜／13：30～14：00
水曜／14：00～14：30
金曜／19：00～19：30
土曜／10：30～11：00
火曜／10：30～11：00
金曜／14：30～15：00

※各コースは、１か月単位で申込できます。末日までにお申込ください。 １か月分の入場料を前納して頂きます
300円 × 開催数／月）。次月度の申込人数が、前月末日時点で４名以下の場合は、休講とさせて頂きます。

申込み・問合せ 福祉の村屋内温水プール

☎ 53-9292
社協だより 8

お知らせ・ご案内

「しあわせ S U N」
つどいのひろば行事予定
・絵本の読み聞かせ会「よんで！よんで！
！」
７／６（金）・８／３（金）・９／７（金）
・スマイル子育て相談会
７／1３（金）
・８／２４（金）
・９／１４（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUN ひろば」
７／２０（金）
・８／10（金）
・９／１３（木）
・まちの保健室（健康相談）
７／8（日）・８／１８（土）・９／８（土）
◇時

間

いずれも１０時３０分～
（まちの保健室のみ１０時～）

※行事予定は変更になる場合がありますので、
ご確認をお願いします。

おもちゃマーケット の ご案内
ご家庭で使用しなくなった
不要なおもちゃがありました
ら、ご寄付くださるようお願
いいたします。おもちゃのリ
サイクルを目的としたつどい

の広場主催の「おもちゃマーケット」で
皆様に安価で販売させていただく予定で
す。赤ちゃんのおもちゃ、ままごと、ロボッ
トなど大歓迎。
なお、勝手ながらぬいぐるみ、絵本は相
当数在庫がございます ので、ご 遠慮 さ
せていただきます。ご了承下さい。
※おもちゃマーケットは、やませあきんど
祭り中（８月６日～８日）に開催します。

◇連絡先：しあわせSUN つどいの広場
☎61－3933

平成 30 年度

高齢者講座

白樺大学

白樺大学は健康維持と生きがいづくりを目的に、市内
の概ね60歳以上の方を対象として開催しています。開講
式・閉講式、市内６地区を会場に開催する地区学級などを
行いながら８月から３月にかけて全８回開催いたします。
参加者も年々増加し、延べ500名程が参加する大人気
の講座です。今年度も多くのご参加をお待ちしております。

■開講式
◇日 時：８月９日（木）10時30分～
◇内 容：健康講話「暮らしに役立つ音楽のちから」
◇講 師：音楽療法士 智田 邦徳 氏
◇場 所：久慈市総合福祉センター
◇参加費：無料
◇申込み：７月31日（火）までに
社協本所 ☎53－3380へ
■平成30年度開催計画（予定）
８月
９月
１０月
１１月

開講式
河北地区
山形地区
侍浜地区

１２月
１月
２月
３月

山根地区
小久慈地区
夏井地区
閉講式

山形老人福祉センター自主事業

「生きがいづくり教室」
◇日
◇場

時：７月２５日（水）１０時～１１時３０分
所：山形老人福祉センター
（山形町川井12-60-2

☎72-2800）

◇対
◇定
◇内

象：市内に居住する高齢者等、関心のある方
員：３０名程度
容：講話「古代のロマンを訪ねて（久慈市の
遺跡について）」
講師 久慈市教育委員会文化課職員
◇参加料：無料
◇申込み：７月１８日（水）までに
社協山形事務所 ☎72－2800へ

※火曜日は定休日です

手話入門教室 参加者募集
◇日

時：７月25日（水）、８月２日（木）、９日（木）、
17日（金）、23日（木）の１8時30分～20時
◇場 所：久慈市総合福祉センター
◇内 容：手話の基礎、あいさつなど
◇受講料：無料
◇定 員：2０名
◇申込み：７月20日（金）までに
社協本所 ☎53－3380へ
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しあわせＳＵＮ

平成30年度 久慈地域権利擁護市民セミナー

成年後見制度出前講座

〜住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けるために〜

成年後見制度について もっと知っていただくために

成年後見制度と
共生型地域コミュニティ

ちょこっとだけお時間をください！
講座内容：成年後見制度は誰のための制度？

もし認知症になっても、もし寝たきりになっても、もし精神や知的
な障がいがあっても自分の思いを伝え、自分らしく生きるための
権利は誰にでも保障されています。

どうやって利用するの？
後見人の仕事は？

講師

2018. 7
No.49

志村

尚一 氏

費用はいくらかかるの？

・昭和29年花巻市生まれ
・昭和61年劇団ぜんとようようくらぶ結成
・平成６年総合企画会社ウィルビー設立
・平成22年から内閣府地域活性化伝道師として、
全国各地で講演・研修を年間100回以上行って
いる

対 象 者：サロンや老人クラブ
任意グループ・町内会自治会
高齢・障がいの事業所など

2018 年 7月11日

▲

久慈市文化会館（アンバーホール）

▲ ▲

００１４
久慈市旭町７
１２７

久慈市社会福祉協議会

３

−

発行／社会福祉法人

−

〠０２８

−

SHIMURA Shoichi

参加
無料

講座時間：30分程度

開場 13：00 ▶講演 13：30 〜 15：30

費用は無料です。
お気軽にお声がけください！

※事前申込不要でどなたでも参加できます。
多数のご来場をお待ちしております。

問い合わせ先

久慈地域成年後見センター(久慈市総合福祉センター内）☎５３−３３８０ FAX５２−７７１５

久慈市社会福祉協議会福祉基金助成事業

平成30年度

地域ボランティア活動助成事業のご案内

社協では、
「共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり」を推進するために、市民の皆さんなど
からの寄付金を積立てている福祉基金の運用収益を活用して、地域での支えあい活動に助成します。

ＴＥＬ ０１９４ ３３８０
ＦＡＸ

◇対象団体 市内の町内会、ボランティア団体等の任意の住民グループ
◇対象となる活動内容 地域住民の生活を支援するボランティア活動（子ども達が参加する活動も含む）
【活動例】・地域の方（子ども達）による一人暮らし高齢者等へのお弁当やおやつの配食活動
・地域の方（子ども達）による一人暮らし高齢者等の見守り・訪問活動
・一人暮らし高齢者等を対象とした窓ふきや雪かきなどの家事援助
・支えあいマップづくり（見守りなどの支えあい活動や災害時の避難支
援に結びつけることを目的としたマップづくり）
・災害に備えた体制づくり
・子ども・子育て支援活動（学習支援・子ども食堂）
・地域での支えあい活動の体制づくり
※本助成事業以外の助成を受けて実施する活動は、助成の対象としません。
支えあいマップづくり
◇対象となる活動期間 平成30年８月１日〜平成31年３月31日

７７１５

◇助成額 １万円〜10万円まで（千円単位で助成：助成総額70万円）
◇助成金の対象経費 活動を実施するために必要な経費（活動資材・消耗品等購入費、備品費、食材費、交通費、研修
会費、ボランティア保険料等）
◇応募方法 希望する団体は、
「助成事業申請書」を社協に提出してください。申請書は窓口で配布するほか、ご連絡
頂ければお送りいたします。また、久慈市社協ホームページからもダウンロードできます。
◇応募受付期間と決定時期

応

募

受

付

期

間

平成30年７月１日(日) 〜 平成30年７月31日(火)

問い合わせ先

助成決定時期
平成 30 年８月

社協本所 地域福祉課

助成予定総額に達した時点で応募の受付を終了
します。７月31日までに助成予定総額に達しない
場合は、８月31日(金)まで追加募集します。追加
募集の助成決定時期は、９月とします。

☎５３−３３８０ FAX５２−７７１５

久慈市社協ホームページ http://www.kuji-shakyo.jp
E-mail info@kuji-shakyo.jp
この広報紙は共同募金助成金の一部をあてて発行しています
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