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◆お問い合わせ、派遣依頼先
大分市社会福祉協議会　生活支援課
音楽福祉支援センター（電話 547-8695　FAX547-9583）

【活動例】
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音楽指導員派遣事業についてご紹介します

　大分市社会福祉協議会では、生活の質の向上や心身の健康づくりを目的に、音楽指導員等を派遣
する事業を独自に行っています。地域で、施設で、サークルで……対象者の年齢や状況にあわせて
内容を組み立てます。音楽を通じて心の輪を広げませんか♪

　60歳以上の大分市民を対象に、市内21教室で実
施しています。参加者数は延べ約14,000名を超
え、大正生まれの方もいらっしゃいます。

■ほかにも、地域ふれあいサロンや高齢者向け施
設、病院、障害のある方の事業所、サークル等
さまざまな派遣先があります。
■年一度の「合同歌声ひろば」といったイベント
も開催予定ですので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

②歌声ひろば教室　及び　童謡・唱歌の会
　地域の協力のもと開催される子育てサロン（子育
て中の親子が気軽に集う、ふれあいの場）にも音楽
指導員等を派遣しています。
　「リズムで動こう」「スカーフ遊び」「手遊び」「リ
ラクゼーション」等を通し、親子で一緒に過ごす時
間です。
　実際に楽器に触れる機会も大切にしており、様々
な音色を楽しむ参加者の笑顔が見られます。
　生演奏のピアノを用いて、２名の音楽指導員等が
楽しい時間を提供いたします。

①子育てサロン

　大分市社会福祉協議会では、子育てサロンや歌声
ひろば教室等でピアノの演奏や歌唱指導を行う音楽
指導員を募集いたします。詳細については９月中旬
にホームページや市報でお知らせいたします。たく
さんの応募をお待ちしております。

大分市社会福祉協議会は皆様からの会費やご寄付により支えられています。

募  集
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事業報告

収支決算報告

１ 地域福祉推進事業
　⑴　小地域福祉ネットワーク活動（対象者数14,483名　協力者数12,162名）
　　　地域福祉推進委員研修会（３回、延べ198名）
　⑵　生活支援体制整備事業（８校区社協の地域福祉活動計画策定支援）
　⑶　大分市地域ふれあいサロン事業（高齢者サロン305サロン）
　　　大分市地域ふれあいサロン代表者等の事務説明会（371名）
　⑷　子育てサロン事業（33ヶ所）
　⑸　第５次地域福祉活動計画の策定（計画期間2019年度～2023年度）

２ ボランティアセンター事業
　⑴　点訳ボランティア養成講座（２名）、朗読ボランティア養成講座（24名）の開催
　⑵　ボランティア活動支援（2,200件の窓口相談、電話相談に対応）
　⑶　福祉副読本「ふくしの心」（CD－R）作成、配布
　⑷　福祉学習講座（35小中学校、3,096名）

３ 災害時支援活動整備事業
　⑴　災害ボランティアセンターの設置・運営支援（広島県坂町　職員３名派遣）
　⑵　「災害ボランティア養成講座」の開催（年４回　延べ213名）
　⑶　災害ボランティアの登録拡充（災害ボランティア登録者数241名）

４ 啓発・広報活動
　⑴　第49回大分市社会福祉大会の開催（約700名）
　⑵　おおいた市社協だよりの発行（年２回）、ミニ情報誌「ボランティアだより」の発行（年３回）

５ 福祉サービス利用支援事業
　⑴　大分市自立生活支援センター（支援延べ回数3,970件）
　⑵　日常生活自立支援事業（相談対応件数149件、契約件数34件）
　⑶　大分市成年後見センター（支援延べ回数63件）
　　　市民後見人養成講座フォローアップ研修（延べ人数170名）
　⑷　障がい者相談支援事業（相談対応件数1,369件）
　⑸　地域包括支援センター事業（相談対応件数　城東地域包括支援センター5,510件、佐賀関・神崎地

域包括支援センター5,770件、認知症地域支援推進事業799件）
　⑹　音楽指導員の派遣（派遣回数1,073回）

６ 介護保険・障害者自立支援事業の実施・充実
　　訪問介護事業（介護予防・日常生活支援総合事業）、通所介護事業（介護予防・日常生活支援総合事業）、
　　居宅介護支援事業、障がい福祉サービス事業
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社会福祉
事業区分

公益事業
区　　分

収　入

合計4億8,533万円
支　出

合計4億8,533万円

収入 合計1億7,577万円
●市受託金収入
●事業収入
●介護保険収入
●その他収入
●前期末支払資金残高

8,613万円
1,250万円
7,668万円

4万円
42万円

支出 合計1億7,577万円
●音楽指導員派遣事業費
●生活困窮者自立相談支援事業費
●地域包括支援センター運営事業費
●居宅介護支援事業費
●自立生活支援有料ホームヘルパー事業費
●事業区分間繰入金支出

964万円
3,928万円
6,377万円
5,007万円
129万円
1,172万円

●障がい福祉サービス
　等事業収入
　5,164万円（10.6％）

●受取利息配当金
　42万円（0.1％）

●雑収入
　116万円（0.2％）

●その他の活動による収入
　21万円（0.1％）

●事業区分間繰入金収入
　1,172万円（2.4％）

●管理運営費
　1億1,022万円（22.7％）

●在宅福祉サービス事業費
　1億8,480万円（38.1％）

●事業収入
　275万円（0.6％）

●共同募金配分金
　2,236万円（4.6％）

●介護保険収入
　1億1,831万円（24.2％）

●地域福祉推進事業費
　5,713万円（11.8％）
●ボランティア活動事業費
　1,262万円（2.6％）
●共同募金配分金
　2,555万円（5.3％）
●施設管理運営費
　1,615万円（3.3％）

●福祉サービス利用援助事業費
　7,886万円（16.2％）

●会費収入
　1,946万円（4.0%）

●寄付金
　1,216万円（2.5％）

●市・県社協補助金
　1億1,353万円（23.4％）

●市・県社協受託金
　1億1,018万円（22.7％）
●貸付事業収入
　1万円（0.1％）
●指定管理料収入
　1,239万円（2.6％）

●前期末支払資金残高
　903万円（1.9％）
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基本方針

事業展開の方針

　少子高齢化が進み、人口減少社会が到来する中、地域においては、お互いに支え助け合う力が弱まり、
住民の社会的孤立化をはじめ、様々な地域課題が生じてきております。こうした社会情勢を背景に、国
は、地域のつながりの再構築、地域住民の活動と公的サービスの協働によって、全ての人々が地域、暮ら
し、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を掲げ、関係法令の改正を行って
きたところです。
　大分市社会福祉協議会では、これまでも、住民の暮らしを守る個別支援とつながりや支え合いを育て
る地域支援の両面から様々な活動を続けてきており、新たに国が提唱する「地域共生社会」の実現に資す
る取組を進めていくため、大分市とともに一体的な計画として「第4期大分市地域福祉計画・第5次地域福
祉活動計画」を策定しました。
　令和元年度は、本計画に掲げる事業の着実な推進に努め、「支え合って　共に生きる　みんなが主役の
まちづくり」の実現に向け取り組んでまいります。

１  地域のつながりをつくる
　　⑴福祉副読本及び福祉学習の手引きの配布
　　⑵地域住民の交流の場となるふれあい・いきい

きサロン

２  地域で支え合う体制をつくる
　　⑴福祉協力員（仮称）の配置・支援に係る検討
　　⑵ふれあい活動を通じた地域福祉推進事業

３  地域課題を解決できる体制をつくる
　　⑴生活困窮者自立相談支援事業の充実強化
　　⑵障がい者相談支援事業の充実強化

４  安全・安心をつくる
　　⑴災害ボランティアセンター運営体制の整備
　　⑵大分市成年後見センター事業の推進

５  介護保険事業の経営安定化
　　⑴老人デイサービスセンターさざんかの利用

者増への取組
　　⑵相談支援事業所さざんかの特定事業所加算

取得への取組

６  法人運営の基盤整備と強化
　　⑴自主財源の確保
　　⑵効率的な人材育成に基づく人事管理
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予算概要
社会福祉
事業区分

公益事業
区　　分

収　入

合計5億8,573万円
支　出

合計5億8,573万円

収入 合計1億8,008万円
●音楽指導員派遣事業費
●生活困窮者自立相談支援事業費
●地域包括支援センター運営事業費
●居宅介護支援事業費 
●自立生活支援有料ホームヘルパー事業費 

1,056万円
3,959万円
6,739万円
6,034万円
220万円

支出 合計1億8,008万円
●市受託金収入
●介護保険収入
●事業収入　他

8,663万円
8,070万円
1,275万円

●障がい福祉サービス
　等事業収入
　5,354万円（9.1％）

●その他の活動による収入
　5,922万円（10.1％）

●管理運営費
　1億6,301万円（27.8％）

●在宅福祉サービス事業費
　2億1,636万円（37.0％）

●介護保険収入
　1億4,022万円（24.0％）

●地域福祉推進事業費
　6,234万円（10.6％）
●ボランティア活動事業費
　1,399万円（2.4％）
●共同募金配分金
　2,598万円（4.4％）

●施設管理運営費
　1,670万円（2.9％）

●福祉サービス利用援助事業費
　8,735万円（14.9％）

●会費収入
　1,943万円（3.3%）
●寄付金
　1,170万円（2.0％）

●市・県社協補助金
　1億1,036万円（18.9％）

●前期末支払資金残高
　2,884万円（4.9％）
●積立預金取崩収入
　718万円（1.2％）

●事業収入
　261万円（0.5％）

●市・県社協受託金
　1億1,793万円（20.1％）
●指定管理料収入
　1,234万円（2.1％）

●共同募金配分金
　2,236万円（3.8％）
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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138号

〒870-0839 大分市金池南一丁目5番1号J:COMホルトホール大分 4階
　　　　　　TEL 547-8154　FAX 547-9559
　　　　　　ホームページ　http://www.oita-syakyo.jp/

編集と発行　社会福祉法人　大分市社会福祉協議会

お知
らせ 地域福祉活動推進へのご協力をお願いします
　会費は、大分市社会福祉協議会がめざす「支え合って　共に生きる　みんなが主役のまちづくり」
を実現するために行う地域福祉推進活動の貴重な財源です。
　平成 30年度決算における会費収入は、1,946 万円となっており、校（地）区社協福祉活動費交付金、
市社協だより発行費、福祉大会開催費用等に活用させていただきました。
　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。
　　○一般会費 (一世帯あたり） 
　　○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）
　　○特別会費
　　　（会社、事業所、福祉・医療・保健団体　等の団体） 

年額 120円
年額一口 1,000 円

年額一口 5,000 円

お　
礼

お　
礼

善意のご寄付をいただき
誠にありがとうございます

市社協会員会費へご協力
ありがとうございました

（平成 31年 1月～令和元年 5月）敬称略 （平成31年１月～令和元年５月）敬称略

■ 香典返し寄付
・大分地区　　93 件　　・鶴崎地区　　32 件
・大在地区　　21 件　　・坂ノ市地区　35件
・大南地区　　19 件　　・稙田地区　　34件
・佐賀関地区　28 件　　・野津原地区　  ９件

■ 篤志寄付
宮﨑惠美子（寒田北町）／楽陶会／三ヶ尻毎汎（荷揚町）
／ボランティア豊府／大分市役所フラッグ杯一同／富士見
が丘３区・東２丁目子供会／ JR九州労組退職者連絡会大
分地区本部

■ 高額寄付（香典返し・篤志）
石川キヌエ（森町）／大分県福祉ハッピー歌謡祭実行委員
会／渡邊弥生（城東町）／上田精司（上春日町）／大島香（富
士見が丘西）／吉田真奈美（下郡南）

　市民の皆様をはじめ、企業や団体等多くの
方々からいただく会費は、地域福祉を推進す
るための事業に活用しています。
　平成31年１月から令和元年５月までに
5,000円以上の会費納入をされた特別会員を
ご紹介します。

◆ 特別会員の紹介 ◆

ほがらか園／大分市母子寡婦福祉会
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