平成23年７月１日

▼

視覚障がい者の生活を支えている
盲導犬と一緒に歩く小学生

▲ 親子で車いす体験

「ボランティアにはどんな活動があるの？」「ボランティ
アに関心はあるけど、活動のきっかけがない。」など、
ボランティアに興味のある方を対象に、毎年、７月〜８月
の２ヶ月間、夏休み等を利用して実施している県社協主催
の「夏のボランティア体験月間」では参加者も多く大変好
評をいただいております。
市社協では、今年度から、ボランティア活動体験を夏の
期間だけではなく、年間を通じて参加できる「施設ボラン
ティア体験事業」も新たに実施します。
是非、ご参加ください！
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保育園でのボランティア体験の様子
期

間

場

所

対 象 者
申込・問合せ

夏のボランティア体験月間
（県社協）

平成23年７月１日〜平成24年３月31日
施設ボランティア体験事業
（市社協）
社会福祉施設や児童育成クラブ等
市内の児童・生徒・学生及び一般市民
大分市ボランティアセンター（大分市社会福祉センター内）
〒870-0048

大分市碩田町3丁目5-11

TEL533-8111

お礼とお知らせ
善意の寄付（平成23年1月〜平成23年4月）敬称略
★香典返し寄付
・大 分 地 区 172件 ・鶴 崎 地 区 61件 ・大 在 地 区 24件
・坂ノ市地区 25件 ・大 南 地 区 32件 ・稙 田 地 区 61件
・佐賀関地区 27件 ・野津原地区 16件

★篤志寄付
時任そろばん教室／㈱太田旗店／鈴木雅博（入蔵）／町田澄子（小野鶴
南）／くすの木会／カラオケ教室生徒一同／NPO法人天然塚をきれい
にする会清算人 田原康人／三ヶ尻毎汎
（荷揚町）／しゃぶ亭 万洋

★高額寄付（香典返し・篤志）
飯倉豊子（廻栖野）／後藤弘（大石町）／矢野文代（猪野）／日高義人（新
川町）／衛藤治（富士見が丘東）／柴田悌範（中判田）／佐藤嘉昭（錦町）
／坪根玄三（日出町）／霊鷲照玄（向原東）／栗木康一（錦町）

特別会員の紹介（平成23年1月〜平成23年4月）

３月11日の宮城県三陸沖を震源とした「東日本大震災」の災害救援に関
する義援金の受付を行っております。皆さんのご協力をお願いします。
●受付場所：大分市ボランティアセンター（大分市碩田町3丁目5-11）
平成23年５月末現在までの受付金額

義援金
1,119,002円
ボランティア活動支援金 151,464円
総合計額

1,270,466円

ご支援

ありがと
ござい う
ます！

※義援金：災害による生命・財産への被害に対する「見舞金」として、
被災者の方々に直接届けられるものです。
※ボランティア活動支援金：被災地等の支援を行うボランティアグルー
プやNPOの活動を支援するものです。
大分市社会福祉センターは９月１日（木）から来年の３
月31日（土）まで耐震工事のため使用できなくなりま
す。その間、事務局は（旧）住吉幼稚園跡地へ移転し業務
を行います。なお、移転に伴い住所が変更となりますの
でお知らせいたします。

社協事務局
移転の
お知らせ
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碩田橋

●住吉保育所
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小野米穀店／（福）夢・ひこうせん／㈱オオスギ建設／南大分保育園／
城南保育園／㈱三ヶ尻電業社／㈱竹内工務店／（医）敬光会／㈱太田旗
店／（特養）和泉荘／㈱清電社／（医）啓生会／金谷小児科医院／㈱コス
モレンタル／㈱インタープリンツ／大分中央水産㈱／東舞鶴保育園／
㈱日建総合建設／明野しいのみ保育園／みのり保育園／㈱若竹園／小
百合ホーム／トータル・ヒューマン・サービス㈱しげやす／垣迫胃腸クリ
ニック／㈱設備サービス大分／敷戸保育園／稙田保育園／大分タク
シー㈱／大分市母子寡婦福祉会／南春日保育所／整形外科 八木病院
／全労災在宅介護サービスセンター大分／タカキ製作所㈱／小中島保
育園／（福）シンフォニー／㈲まるみや／授産所おおいた／太陽電設㈱
／明野台保育園／桃園保育園／（医）岡本胃腸科内科／
（医）福光医院／㈱サニクリーン九州／
（福）森友会

東日本大震災への義援金・ボランティア活動支援金のお願い

碩田中学校
グランド

ホームページに最新の情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。 http://www.oita-syakyo.jp/

施設でのボランティア体験に参加しませんか？

ボランティア体験できる期間

この社協だよりは古紙再生紙を使用しています

福祉教育支援事業 をはじめます！
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大分市社協では︑これまで︑福祉について学んだり体験することの
できる﹁子どものための福祉講座﹂﹁親と子のボランティア体験﹂
﹁ボランティア入門講座﹂の３事業に取り組んできました︒今年度
から︑より充実した効果的な取り組みを進めるため︑こ の ３ 事 業
を一本化した﹁福祉教育支援事業﹂をはじめます︒

年度以降は︑校︵地︶区社会
福祉教育支援事業とは⁝
福祉協議会をはじめとした地域
子どもから大人まで生涯にわ
の研修会や︑企業研修等でもご
たって福祉について学ぶ機会を
活用いただけるよう順次対象者
提供・支援する事業です︒
を広げていく予定です︒
大分市社協では︑車イスやア
●福祉学習プログラムを充実さ
イマスクを使った体験学習や︑
せていきます！
福祉関係者からの講話など福祉
﹁こんな福祉学習を学ぶ機会
学 習 の 企 画 実 施 に 関 す る 相 談 ︑ があったらいいな﹂といったご
支援︑講師の紹介などを行いま
意見に積極的に耳を傾け︑ご要
す︒
望に応じた福祉学習プログラム
が提供できるよう努めていきま
す︒

事業内容に関する問合せ
総合相談支援室

☎５３３ー７５７５
１
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福祉教育支援事業をより良い
ものにしていくために⁝

●平成 年度以降︑対象者を拡
大していきます！
平成 年度は市内の小・中学
校を対象としていますが︑平成
23

お互いに 支え合い 助け合う 地域をめざして

市社協だより

社協だよりの発行には共同募金の配分金が使われています

おお
いた

第115号

●新住所：〒870-0041 大分市泉町８番41号
※なお、電話番号、ファックス番号については、
変更はありません。

社会福祉協議会は、住民の皆さんが安心して暮らすことが出来る地域福祉を
実現するために、そこで暮らす住民の皆さん、社会福祉や保健、医療、教育
などの関連分野の関係者、地域社会を形成する他の様々な専門家、団体、機
関などによって構成された公共性と自主性をもった民間組織です。

おおいた市社協だより 第115号
編集と発行 社会福祉法人 大分市社会福祉協議会
〒870-0048 大分市碩田町3丁目5-11 TEL533-0821 FAX533-7348
ホームページ http://www.oita-syakyo.jp/

４

事業報告

大分市社会福祉協議会は、これまで多くの市民とその活動に支えられた地域づくりをすすめてきており、今
後ともその特性を活かし福祉のまちづくりを多くの市民と共にすすめてまいります。
具体的には第3次地域福祉活動計画の着実な実践、自主財源や各種補助金の確保、住民から頼りにされる職員
の育成等を行い、本会運営の基本理念である「共に生きる住み心地のよいまち大分」の実現に向けて、校地区
社会福祉協議会や民生委員児童委員との協働のもと、地域福祉の推進役として、目に見える社協活動を目標に
各種事業に取り組んでまいります。

平成22年度の主な事業の概要を報告します。

主 な重点事業
・住宅手当緊急特別措置事業
・地域包括支援センター事業の推進
（認知症施策総合推進事業…城東包括）

1 地域福祉の意識づくり
・地域活動基盤整備事業
・福祉教育支援事業
・市社協だよりの発行

・第２次在宅福祉サービスセンター介護保険等事業指
針に沿った事業展開
・サービスの向上に向けた取り組み
・地域交流事業の推進
・第３次在宅福祉サービスセンター介護保険等事業指
針の策定
・自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

・ふれあい・いきいきサロン事業（高齢者・子育て）
・サロンボランティア育成事業
・小地域福祉ネットワーク活動事業
・校区社協、校区ボランティア活動の活性化と充実

3 地域で暮らす生活者への相談・支援

6 大分市社会福祉協議会の基盤整備と強化

・地域福祉総合相談事業
・ボランティア相談活動

・各種会員の加入促進
・寄付金の収入増に向けた取り組み
・総合社会福祉センター移転に向けた協議
・社協発展・強化計画、中期財政計画、人材育成基本
方針の３計画をまとめた総合計画策定に向けた協議
・人材育成基本方針に基づいた役職員研修体制の協議
・指定管理者制度による適切な施設管理・運営

4 誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進
・災害ボランティアセンター設置運営訓練
・日常生活自立支援事業
・障害者相談支援事業
・生活福祉資金貸付事業

予算概要
計

一般会

収

入

支

合計6億9,508万円

前期末支払資金残高
398万円（0.6％）
その他
7,385万円
（10.6％）
自立支援費等収入
4,030万円
（5.8％）

介護保険収入
2億5,916万円
（37.3％）

寄付金収入
2,063万円（3.0％）

管理運営費
1億3,145万円（18.9％）
在宅福祉サービス事業
3億4,629万円（49.9％）

市・県社協受託金
9,414万円（13.5％）

●市受託金収入
●介護保険収入等
●負担金収入 他

4,078万円
2,066万円
418万円

社協会員加入のお願い
会費は、大分市社会福祉協議会がめざす「共に生きる
住み心地のよいまち大分」を推進するために必要で貴
重な財源となります。社会福祉協議会と地域の皆さま
が共に力を合わせて福祉活動を進めるために、会員制
度へのご理解とご協力をお願いします。

（１）第41回大分市社会福祉大会の開催（約800名参加）
（２）大分市社協だよりの発行（年3回）、ミニ情報誌「ボランティアだより」の発行（年3回）
（３）福祉副読本「ふくしの心」作成、配布
（４）子どものための福祉講座（12小中学校、1,329名参加）

4 在宅福祉サービス利用支援事業
（１）地域福祉総合相談窓口（57件）
（２）日常生活自立支援事業（延べ相談件数269件、平成22年度契約件数66件）
（３）障害者相談支援事業（延べ相談件数6,101件）
（４）地域包括支援センター事業（延べ相談件数 城東地域包括支援センター8,604件、佐賀関・神崎地域包括
支援センター6,419件、認知症対策連携強化事業360件）
（５）音楽指導員の派遣（派遣回数773回）

（１）通所介護（介護予防通所介護事業）、訪問介護事業（介護予防訪問介護事業）、居宅介護支援（介護予防支
援事業）、障害福祉サービス事業
（２）生きがい対応デイサービス事業、食の自立支援事業、元気はつらつ教室

収支決算報告

ボランティア活動事業
1,548万円（2.2％）

助成金収入
559万円（0.8％）

共同募金配分金
2,576万円（3.7％）
各種相談事業費
6,528万円（9.4％）

収入合計 6,562万円
業
公益事
計
特別会

3 啓発・広報活動

地域福祉推進事業費
5,167万円（7.4％）

市・県社協補助金
9,229万円（13.3％）

事業収入
640万円（0.9％）

（１）災害ボランティア研修会の開催（参加者77名）
（２）点訳奉仕者養成講座や朗読ボランティア養成講座の開催
（３）ボランティア登録者数359団体、577個人、計16,828人

5 介護保険・障害者自立支援事業の実施・充実

合計6億9,508万円

指定管理料収入
5,288万円（7.6％）
共同募金配分金
2,576万円
（3.7％）

３

出

会費収入
2,010万円（2.9％）
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（１）住民参画型福祉社会の形成と地域福祉ネットワークの充実・拡大
①小地域福祉ネットワーク活動 対象者数11,032名 協力者数11,650名
②大分市地域ふれあいサロン事業（大分市より受託、高齢者サロン260サロン）
子育て・三世代交流サロン事業（市社協事業、25ヶ所・1ヶ所）
③介護予防を取り入れたサロンボランティアの育成研修（参加者延べ402名）
④校（地）区社協連絡会議（3回、出席者計226名）
⑤校（地）区社協新任研修会（参加者35名）

2 ボランティア活動

5 介護保険事業等の経営安定化

2 住民主体による地域活動の実践

1 地域福祉推進事業

施設管理運営
5,915万円（8.5％）

支出合計 6,562万円
●地域包括支援センター運営事業
（城東地域包括支援センター）
（佐賀関・神崎地域包括支援センター）
●自立生活支援有料ホームヘルパー

■一般会費

一世帯あたり

3,448万円
2,697万円
417万円

年額

120

円

計

一般会

収

入

合計7億3,588万円

財務活動等収入
3,753万円（5.1%）
会計区分間繰入金収入
1,006万円（1.4%）
経理区分間繰入金収入
6,019万円（8.2%）
その他
1,861万円（2.5%）
自立支援費等収入
3,874万円（5.3%）
介護保険収入
2億4,996万円（34.0%）

■賛助会費（本会役職員、行政関係職員、自治委員、民生委員児童委員 等の個人）
年額一口

1,000円

事業所、
福祉・医療・保健団体 等の団体）
■特別会費（会社、
年額一口

5,000円

支
会費収入
1,979万円（2.7％）
寄付金収入
2,291万円（3.1%）
市・県社協補助金
9,381万円（12.7%）
助成金収入
492万円（0.7%）
市・県社協受託金
9,363万円（12.7%）
指定管理料収入
5,371万円（7.3%）
事業収入
525万円（0.7%）
共同募金配分金
2,677万円（3.6%）

収入合計 6,293万円
業
公益事
計
会
別
特

●市受託金
●介護保険収入
●その他（雑収入、利息）

4,146万円
2,142万円
5.0万円

平成 年度事業と収支決算を報告します

平成 年度事業計画・予算が決まりました
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基本方針

出

合計7億3,588万円
管理運営費
1億1,762万円
（16.0％）
当期資金収支差額
2,061万円（2.8％）

地域福祉推進事業費
5,122万円
（7.0％）
ボランティア活動事業
1,474万円
（2.0％）
共同募金配分金
2,677万円
（3.6％）
施設管理運営
6,019万円
（8.2％）

在宅福祉サービス事業
3億8,643万円（52.5％）

各種相談事業費
5,830万円
（7.9％）

支出合計 6,293万円
●地域包括支援センター運営事業
（城東地域包括支援センター） 3,540万円
（佐賀関・神崎地域包括支援センター） 2,753万円

２

