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このたび、４月１日付けをもちまして、社会福

このたび、３月 31 日付けをもちまして、社会

祉法人大分市社会福祉協議会会長に就任いたしま

福祉法人大分市社会福祉協議会会長の職を退任い

した。

たしました。

これまでの行政経験を生かしながら、新たな決

平成 27 年６月に就任以来、皆様の温かいご支

意で大分市の福祉の向上に専心努力いたす所存で

援と格別のご協力を賜り、お陰様で職責を全うで

ございます。

きましたことをここに謹んでお礼申し上げます。

今後とも、大分市社会福祉協議会へのご指導、
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

今後の地域福祉の発展と皆様のご多幸を祈念い
たしまして、退任のご挨拶といたします。

して、就任のご挨拶といたします。

音楽を用いて いきいき・はつらつ 健康生活のお手伝い
本会では、生活の質の向上や心身の機能の維持改善を図ることを目的に、高齢者サロンや子育てサロ
ン等地域住民の皆様が集う場へ音楽指導員を派遣し、心と体の健康づくりをお手伝いする事業に取り組
んでいます。

主な活動先
高齢者サロン、子育てサロン、三世代交流サロン、
自主サークル

活動内容
懐かしい歌にあわせた歌体操
音楽を使った頭の体操
リズム体操や手遊びなどの音遊び
子育てに不安を抱えた方々のリラクゼーション

その他の活動

お問い合わせ・派遣依頼先
生活支援課▶ＴＥＬ ０９７̶５４７̶８６９５ ＦＡＸ ０９７̶５４７̶９５８３
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▲合同歌声ひろばの様子

音
楽
活 指
動 導
紹 員
介 の

高齢者・障がい者などの施設や病院、個人宅へ音楽指導員がお伺いし、
音楽を用いて生活の活性化を図ります。

平成
27年度

平成27年度の主な事業の概要を報告します。
事 業 報 告 ・ 収 支 報 告

１. 地域福祉推進事業

（１） 第４次地域福祉活動計画の推進
（平成26年度から平成30年度の５ヶ年間の計画）
（２） 小地域福祉ネットワーク活動
（対象者数14,756名 協力者数13,976名）
（３） 大分市地域ふれあいサロン事業
（大分市から受託、高齢者サロン322サロン）
子育てサロン事業（市社協事業、33ヶ所）

２. ボランティア活動

（１） 点訳奉仕者養成講座、
朗読奉仕者養成講座の開催

（４） サロン代表者等の育成研修（374名）
（５） 校（地）区社協地域福祉推進会議
（２回、延べ264名）
（６） 地域福祉推進委員研修会（年２回、延べ111名）
（７） 大分市社協災害時職員行動指針の検証
（災害ボランティアセンターの設置

・運営、大分市
災害ボランティアネットワークの構築）
（２） ボランティアコーディネートや登録・活動保険等
1,988件の相談に対応

３. 啓発・広報活動

（１） 第46回大分市社会福祉大会の開催
（約700名参加） （３） 福祉副読本「ふくしの心」作成、配布
（２） 大分市社協だよりの発行（年３回）、
（４） 福祉教育支援事業（35小中学校、2,765名）
ミニ情報誌
「ボランティアだより」
の発行
（年３回発行）

４. 福祉サービス利用支援事業

（４） 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5,374件、
佐賀関・神崎地域包括支援センター6,153件、
認知症施策総合推進事業434件）
（５） 音楽指導員の派遣（派遣回数1,139回）
▲

（１） 生活困窮者自立相談支援事業
（支援延べ回数2,322件）
（２） 日常生活自立支援事業
（相談対応件数1,653件、契約件数46件）
（３） 障害者生活支援事業（相談対応件数2,222件）

５. 介護保険・障害者自立支援事業の実施・充実

（１） 訪
 問介護事業
（介護予防訪問介護事業）
、通所介護 （２） 生きがい対応デイサービス事業
（介護予防通所介護事業）
、居宅介護支援、障害
福祉サービス事業

収 支 決 算 報 告
収入
合計

社会福祉事業区分

▶５億

事業区分間繰入金収入
1,058万円（2.0%）

受取利息配当金
78万円（0.1%）

▶５億

3,957 万円

その他活動による収入383万円（0.7%）
市・県社協
補助金
9,408万円
（17.4%）
介護保険収入
1億4,746万円
（27.3%）

公益事業区分
収入
合計

7,057 万円

サービス区分間
繰入金収入1,756万円（3.3%）

在宅福祉
サービス事業
2億4,209万円
（44.9%）

前期末支払資金残高1,361万円（2.4%）
会費収入1,933万円（3.6%）
寄付金1,667万円（3.1%）

管理運営費
1億3,241万円
（24.5%）

事業収入359万円（0.7%）
共同募金配分金2,798万円（5.2%）

市受託金収入

8,627万円

事業収入

1,360万円

介護保険収入

7,016万円

その他収入

13万円

前期末支払資金残高

41万円

地域福祉推進事業費
5,289万円（9.8%）
ボランティア活動事業
1,174万円（2.2%）

市・県社協受託金8,986万円（16.7%）

共同募金配分金
2,798万円（5.2%）

指定管理料収入936万円（1.7%）

障害福祉サービス等
事業収入
4,660万円（8.7%）

▶１億

支出
合計

拠点区分間繰入金収入3,131万円（5.8%）

積立資産取崩収入
570万円（1.1%）
雑収入
127万円（0.2%）

3,957 万円

福祉サービス利用援助事業
6,050万円（11.2%）

施設管理運営
1,196万円（2.2%）

音楽指導員派遣事業費

支出
合計

▶１億

7,057 万円

794万円

生活困窮者自立相談支援事業費

4,410万円

地域包括支援センター運営事業費

5,917万円

居宅介護支援事業費

4,504万円

自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業費
事業区分間繰入金支出

375万円
1,057万円
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平成
28年度

事業計画・予算が決まりました
基 本 方 針

近年の多様で急速な時代背景の変化に伴い、貧困、雇用等、複雑化、多様化した生活課題が顕在化するなど、
地域福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。
このため、地域住民の暮らしを守る個別支援や、地域につながりをつくる地域支援といった、大分市社会福祉協
議会（以下「本会」という。）が、従来、取り組んできた地域福祉活動がますます重要となっています。
平成28年度は、常日頃から地域住民がつながり、支え合うことのできる活動を更に推進するとともに、法人全体
を総合的にマネジメントする法人管理部門の強化を図る等の取組を行い、
「支えあって

ともに生きる

みんなが主

役のまちづくり」の実現を目指します。

主 な 重 点 事 項
１. 地域のつながりをつくる

４. 安全・安心をつくる

（１） 福祉教育支援事業の推進

（１） 災害時支援活動整備事業
（２） 市民後見人養成講座の実施

２. 地域福祉の担い手をつくる

５. 介護保険事業等の経営安定化

（１） 校（地）区社協活動支援

（１） 大分市ホームヘルパーステーション
さざんか（新事業所）の事業運営
（２） リスクマネジメントと
コンプライアンスの遵守

３. 課題を深刻化させない

６. 大分市社会福祉協議会の基盤整備と強化

（１） 小地域福祉ネットワーク活動事業の推進

（１） 研修体系等の構築

（２） 自立支援事業の充実強化

（２） 自主財源（会費）の確保
（３） 社協の広報活動の強化

予 算 概 要
社会福祉事業区分

収入
合計

前期末支払資金残高2,734万円（5.1％）

▶５億

3,260 万円

障害福祉サービス等
事業収入
4,652万円（8.7％）
介護保険収入
1億5,105万円
（28.4％）

3,260 万円

会費収入1,980万円（3.7％）
地域福祉推進事業費
5,267万円（9.9％）

市・県社協
補助金
9,627万円
（18.1％）
市・県社協
受託金
8,958万円
（16.8％）

在宅福祉
サービス事業
2億1,541万円
（40.5％）

事業収入386万円（0.7％）

共同募金配分金2,798万円（5.3％）

公益事業区分
収入
合計

7,082 万円
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市受託金収入

8,521万円

介護保険収入

7,221万円

事業収入

1,340万円

他

管理運営費
1億4,963万円
（28.1％）

福祉サービス利用支援事業
6,218万円（11.6％）

指定管理料収入
936万円（1.8％）
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▶５億

寄付金
1,439万円（2.7％）

その他活動による収入
4,645万円（8.7％）

▶１億

支出
合計

ボランティア活動事業
1,275万円（2.4％）

施設管理運営1,198万円（2.2％）

共同募金配分金
2,798万円（5.3％）

音楽指導員派遣事業費

支出
合計

▶１億

7,082 万円

959万円

生活困窮者自立相談支援事業費

4,333万円

地域包括支援センター運営事業費

6,273万円

居宅介護支援事業費

5,136万円

自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業費

381万円

お知
らせ

平成28年度

市民後見人養成講座

受講生募集！

今年度も「市民後見人養成講座」を開講します。「地域福祉の観点から市民が成年後見業務の新
たな担い手として活動できるよう支援し、地域における権利擁護の推進を図ること」、「市民の方
に成年後見制度を知ってもらい、制度を正しく認識し賢く活用するための知識を広める」ことを
目的に行います。受講生の募集を下記のとおり行います。
会

場：ホルトホール大分

日

程：平成28年９月３・17日（土）、10月１・15・29日（土）、11月12・26日（土）

３階

福祉関係団体活動室

９時45分～16時20分（予定）
受 講 料：無料
応 募 資 格：①大分市内に在住の平成28年４月１日現在25歳以上70歳以下の方
②原則全ての講義に参加可能な方
③今後市民後見人・成年後見制度に積極的に関わろうと思っている方
④制限行為能力者（成年被後見人・被保佐人など）に該当しない方
定

員：40名（定員になり次第締め切ります）

募 集 期 間：平成28年７月１日（金）～平成28年７月15日（金）
申 込 方 法：ハガキ・FA Xにて郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・生年月日・電話番号を必ず
記入のうえ下記へ送付
お問合せ先：〒870-0839

大分市金池南一丁目5番1号

大分市社会福祉協議会

生活支援課

T E L：097-547-8695

ホルトホール大分４階

生活支援係

FA X：097-547-9583

担当：加藤・植田

※詳しい内容は大分市社協 H P（h t t p : // w w w . o i t a - s y a k y o . j p /）をご覧ください。

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
（平成28年1月～平成28年4月）敬称略
●香典返し寄付

・大分地区 120件
・大在地区 16件
・大南地区 21件
・佐賀関地区 21件

●篤志寄付

・鶴崎地区 39件
・坂ノ市地区 31件
・稙田地区 42件
・野津原地区 21件

鶴崎商店街連合会会長宮本敬三
佐藤多加子（竹中）／中村喜枝子（青葉台）
杉原圓照（屋山）／別保くすの木会
三ヶ尻毎汎（荷揚町）

●高額寄付（香典返し・篤志）

宇都宮三保子（光吉）／佐々木元一（光吉新町）
甲斐正人（羽屋新町）／橋本修（南太平寺）
佐藤貴茂（中島東）／香泉玄祐（三川下）

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。

社協だよりの発行には、社協会費や共同募金の配分金が使われています

お礼

市社協会員会費へご協力
ありがとうございました
（平成28年1月～平成28年4月）敬称略
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28年１月から平成28年４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

大分市身体障害者福祉協議会連合会
大分保護区保護司会
大分市青少年健全育成連絡協議会
大分市ボランティア連絡協議会／大分郡市医師会
大分商工会議所／大分市医師会
大分市歯科医師会／大分東医師会
大分市母子寡婦福祉会
大分市地域婦人団体連合会

おおいた市社協だより 第130号
編集と発行 社会福祉法人 大分市社会福祉協議会
〒870-0839 大分市金池南一丁目５番1号ホルトホール大分4階
T E L  547-8154 F A X 547-9559
ホームページ ht tp:/ / w w w.oita-syakyo. jp/
facebook https://www.facebook.com/oitasyakyo
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