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特別号

社協会員にご協力をお願いいたします。社協会員にご協力をお願いいたします。

一般会員　500円・1,000円・2,000円

賛助会員　3,000円・5,000円・10,000円・20,000円以上

会費募集強化月間

8/1（火）～9/30（土）

□納入方法□
自治会加入者・・・自治会のご協力を得て集めさせていただいております。
自治会未加入者・・社協へお持ちいただくか、ご連絡をいただければ職員が伺います。

市民の皆様が住みやすく・より安心できる地域づくりのために、皆様からの会費を活用させていただきます。

社協会員募集強化月間
8/1（火）～9/30（土）

4月12日実施　ひよこひろば　寝相アート4月12日実施　ひよこひろば　寝相アート



社協の事業は、地域住民の参画と協働によって支えられています。
市民の皆様には、一般会員として1,000円を目標にご協力いただけると幸いです。

☆地域福祉活動

・車いす・電動ベッド・レクリエーショングッズの貸出を実施
・関係機関、企業との連携・協働
・福祉の向上を図るための各種講座研修等の開催
・各地域での福祉力を高める活動を実施

イベント募金

つどい

ボランティア活動支援講座

・各地域の福祉活動を活性化するために、地区社協の設立や
地域活動を支援しています。

☆自治会への福祉活動
・各自治会が実施する、地域の特色を活かした福祉活動を助
成します。

☆ボランティア活動支援

・ボランティアの市民参加を促進する活動を支援します。

☆管理運営
・亀岡市の福祉活動の拠点として、社協の事業の適正な管理
運営に努めます。

☆社協広報活動
・広報紙＝社協かめおか（年５回　発行）
　ホームページ＝  亀岡市社協  で検索（亀岡市社会福祉協議会）

　亀岡市民の皆様には、平
素から亀岡市社会福祉協議
会活動にご理解とご協力を
賜りありがとうございます。
　さて、私 6 月 16日開催
の当社会福祉協議会理事会

ごあいさつ
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　
　　　　　　　　　　会長　矢　田　　勲

会費はこのように会費はこのように
使われています使われています

☆福祉コミュニティの推進

におきまして、会長に選任され引き続き重責を担わせていただくことになりました。
　特に今年度は、社会福祉法の改正に伴う社会福祉法人制度改革による新たな体制でスタートする年であります。また、
昨年度に学識経験者や関係者による委員会で策定いただきました改定版「かめおか地域福祉活動計画」の計画目標である
「人づくり・地域づくり・絆づくり・基盤づくり」に関係機関や諸団体、住民の方々と共に具体的に取り組んでいく初年
度の年であります。また 4月から施行された「介護予防・日常生活支援総合事業」も、行政と一緒になって生活支援体制
として市域の核となる組織体 (協議体 ) づくりを今年度に整備していかなければならない重要な年と考えております。
　計画スローガンである「支え合い、助け合いのある、顔のみえるまち・かめおか」の実現に向け、住み慣れた地域で、安全・
安心で暮らしていただけるよう、役職員一丸となって努めてまいりますので、尚一層のご支援とご協力を賜りますようお
願いを申し上げます。

ボランティア
活動支援，200円

委員会等の
活動，30円

会費の使いみち
（1,000円の場合）

自治会への
福祉活動，110円

社会広報
活動，40円

福祉コミニティの
推進，110円

地域福祉活動，
430円

管理運営，80円



　　　

両方会員73人

まかせて会員
208人

おねがい会員
493人

平成28年度　依頼内容トップ3
No.1　学童保育への迎え及び帰宅後の預かり
No.2　子どもの習い事などの援助
No.3　保育園・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

平成28年度　援助活動件数　2,516件
おかげさまで、平成28年度も大きな事故も
なく無事終えることができました。

亀岡市亀岡市
ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

生活のこと、家族のこと、
子育てのこと、ご近所の心配ごと、
どんなことでもお気軽に
相談してください。

開設時間
午前10 時～11時

身近な地域における親子の交流やコミュニケーションの場として
ひろばを開催しています。気軽に遊びに来てください。

開催場所 開催予定日

亀岡市立図書館中央館
  9月20日（水）
11月14日（火）

平成30年1月23日（火）

西つつじケ丘
ふれあいセンター

　  7月4日（火）
 10月27日（金）

畑野健康ふれあいセンター ★ 6月16日（金）

薭田野生涯学習センター ★　7月28日（金）
★ 10月18日（水）

★は世代間交流をします。（高齢者や小学生と一緒に遊びます。）

お問い合わせ

社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会
亀岡市子育て支援センター「かめおかっこひろば」

ＴＥＬ　２９－２７１０　ＦＡＸ　２９－３６６６
E-mail kosodate@fukukame-net.or.jp

ファミリー・サポート・センターは子育ての援助が必要な方 (おね
がい会員 )と援助が出来る方（まかせて会員）、おねがい会員とま
かせて会員の両方の資格を持つ人 (両方会員 )が会員となり、子育
てについて助け合う会員組織です。

現在、おねがい会員に比べてまかせて会員の数が少ないです。
年3回ファミリー・サポート・センターが実施している講習会を受けて
あなたも「まかせて会員」に登録してみませんか？

地域をつなぐサポーターとして皆さんのご協力お待ちしています。

平成29年度　まかせて会員講習会

■お問い合わせ■
社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会
亀岡市ファミリー・サポート・センター
TEL ２４－９１９２　FAX ２９－３６６６

E-mail kosodate@fukukame-net.or.jp

「社協の福祉総合相談」

☎　23－5110
　  （予約・相談専用電話）
※出張相談窓口も亀岡駅近くで開設しています（予約制）。
　ところ：亀岡中央ヘルパーステーション 亀岡郵便局西

介護支援専門員（ケアマネジャ
ー）が、介護保険に関する相談
や、手続きの代行申請を行なって
おります。

バイタルチェック・入浴、排泄、食
事の支援・介助・レクリエーション
では季節の行事、調理や編み物、外
食にも出かけます。

ホームヘルパーが
ご自宅を訪問し必要な
サービスを支援します

29-2705お問い合わせ 29-2706お問い合わせ 29-2707お問い合わせ

笑顔でのふれあいを大切にしています笑顔でのふれあいを大切にしています 人がつながる・心がつながる人がつながる・心がつながる

平成28年度 会員数

亀岡中央ヘルパー
ステーション 郵便局

〒
JR亀岡駅
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【日程・内容】シリーズでの参加も、1回のみの
　　　　　　　参加もできます。
　　　　　　　毎回、家族同士の交流会も行います。
【対　象】　ひきこもりに悩むご家族など
【参加費】　無料
【申　込】　事前にご連絡ください。
　　　　　　※匿名でもご参加できます。
　　　　　☎ 23-5110（相談専用番号）
【場　所】（福）亀岡市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　（ふれあいプラザ内）
◇7月7日（金）、9月7日（木）、11月7日（火）、
　1月17日（水）は個別相談を行っています。
 （10時～16時）



会費
9,927（3.9％）

寄付金
1,060（0.4％）

補助金
49,131（19.0％）

受託金
56,304（21.9％）

事業収入
4,802（1.9％）

介護保険収入
89,721（34.8％）

障害福祉
サービス等
33,072（12.8％）

その他
13,577（5.3％）

法人運営事業
53,847（21.1％）

地域福祉事業
9,550（3.7％）

生活支援事業
8,000（3.1％）

共同募金事業
12,941（5.0％）ホームヘルプ事業

51,595（20.2％）
老人デイサービス事業
60,651（23.8％）

介護支援事業
12,176（4.8％）

くらしのサポート
サービス事業
1,680（0.7％）

基金事業
1,942（0.8％）

福祉サービス利用
援助事業
5,642（2.2％）

資金貸付事業
3,404（1.3％）

ふれあいプラザ管理
運営事業 12,401（4,9％）

生きがい活動事業
984（0.4％）

ファミリーサポート事業
6,294（2.5％）

子育て支援事業
14,002（5.5％）

収入 257,594千円 支出 255,109千円

会費 5,404（2.2％） ふれあいプラザ
管理運営事業
13,293（5.5％）

ファミリーサポート事業
6,404（2.6％）

法人運営事業
52,233（21.6％）

市受託金事業
17,975（7.4％）

共同募金事業
12,879（5.3％）

ホームヘルプ事業
47,435（19.6％）

老人デイサービス
事業52,146（21.6％）

介護支援事業
11,686（4.8％）

くらしのサポート
サービス事業
1,628（0.7％）

基金事業
1,657（0.7％）

福祉サービス
利用援助事業
6,111（2.5％）

資金貸付事業
3,489（1.4％）

生きがい活動事業
930（0.4％）

子育て支援事業
14,149（5.9％）

会費 9,954（4.0％）

補助金
45,333（18.4％）

受託金
57,845（23.5％）

事業収入
4,858（2.0％）

介護保険収入
85,348（34.6％）

障害福祉サービス
32,039（13.0％）

受取利息配当金収入
2,718（1.0％）

その他
667（0.3％）

寄付金2,375（1.0％）

収入 246,541千円 支出 242,015千円

■平成29年度■平成29年度　亀岡市社会福祉協議会予算額亀岡市社会福祉協議会予算額

平成29年度　亀岡市社会福祉協議会事業計画

◎重点目標　　　　　　　　　　
１．地域の特性を重視した福祉活動の推進
２．介護保険事業・障害者自立支援事業の取り組み
３．自主財源の確保と経営基盤の強化
４．災害ボランティアセンターの機能充実・体制強化
５．子育て家庭への支援体制の強化
６．法人運営の基盤強化

改定版かめおか地域福祉活動計画を策定しました

平成18年度に作成された「かめおか地域福祉活動計画」から今日まで10年間、
この計画のもとに、地域では地区社会福祉協議会の設立やボランティア、サロン
活動等々といった地域コミュニティづくりが進められてきました。このような活
動がすすむ一方で、地域の課題や問題は複雑かつ多様となり、制度の狭間にある
課題(ひきこもりやごみ問題等々)などは、公的サービスでは対応がむずかしくな
っています。今回の活動計画では、この課題解決には住民同士の支え合い、助け
合いや活動団体による支援など、「住民同士による助け合い、顔のみえる地域づくり」を皆で取り組むことが一層大切であるとし
ています。この計画を進めるため基本目標を「人づくり」「絆づくり」「地域づくり」「基盤づくり」で構成、具体的な取り組み
や役割が示されています。計画期間は29年度から5年間です。本活動計画の実現に向けて皆さんのご協力をよろしくお願いします。

■平成28年度■平成28年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告亀岡市社会福祉協議会決算報告



亀岡市社会福祉協議会

JA

市役所

ガレリア
かめおか

ファミリー
レストラン

農林
センター

駐車場

コ
ン
ビ
ニ

至京都

至園部

金銭の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同）

井口　学　様　（曽我部町）

庄田　駒美　様　（北古世町）

松家　喬　様　（本町）

人見　徳康　様　（宮前町）

倉橋　勝　様　（東京都）

大槻　英逸　様　（河原町）

中澤　繁　様　（馬路町）

湯浅　純子　様　（徳島県）

和田　晃一　様　（下矢田町）

匿名（11件）

合　　計　　411,492円

金銭の部【義援金】
　ご　芳　名　（順不同）

募金箱

合　　計　　398,078円

物品の部【個人】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
塩見　幸子　様 未使用はがき　25枚
原田　八重子　様 プルタブ　0.8㎏
今西　多津子　様 プルタブ　1.8㎏　エコキャップ　36.6㎏　
柴田　泰男　様 エコキャップ　4㎏
小野　圭子　様 プルタブ　0.4㎏　エコキャップ　2.8㎏
森田　正子　様 プルタブ　3㎏　エコキャップ　1㎏
人見　哲雄　様 プルタブ　19.5㎏
水上　季見子　様 エコキャップ　3.3㎏
竹井　寛　様 プルタブ　0.8㎏　　エコキャップ　25.8㎏
中野　久江　様 エコキャップ　3㎏
土佐　勝美　様 プルタブ　4.5㎏　　エコキャップ　40.4㎏　
藤村　喜久子　様 プルタブ　1.6㎏
藤本　新一　様 プルタブ　9㎏　　エコキャップ　30.5㎏　　
武内　きよ子　様 プルタブ　0.4㎏　エコキャップ　3.5㎏
並河　暢夫　様 プルタブ　2.7㎏

野々村　絹子　様
プルタブ　0.8㎏　　エコキャップ　1.8㎏　　
使用済み切手

ワルダ　様 プルタブ　15㎏　エコキャップ　21.4㎏
匿名　（9件） 自転車1台　　亀岡市指定ごみ袋（緑・黄色）各4袋

石鹸   ミニタオル米30㎏　　石臼　　電動ベット2台
車イス1台　　プルタブ7.9kg　エコキャップ7.6kg

物品の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同） 預　託　品
Men's Hair T･Kスタイル　川口剛広　様 エコキャップ　4.9㎏
NPO法人　ナルク亀岡　丹の里　様 プルタブ　29㎏

エコキャップ　47.9㎏
NPO法人　青空ふれあい農園
ハーブ倶楽部　様

エコキャップ　0.6㎏　

SAIWAI Brains　様 プルタブ　0.5㎏
メディアス亀岡3番館　管理組合　様 プルタブ　10㎏
株式会社イーエル・オカモト　様 プルタブ　0.7㎏

エコキャップ　8.5㎏
亀岡ライオネスクラブ　様 プルタブ　5.3㎏　　  
亀岡市立城西小学校
ボランティア委員会　様

プルタブ　48.2㎏　　
エコキャップ　121㎏

亀岡市立中部保育所　保護者会　様 プルタブ　13.3㎏
エコキャップ　64.9㎏　古切手

亀岡市立吉川小学校　様 プルタブ　4.2㎏
亀岡市立南つつじヶ丘小学校　様 プルタブ　26.5㎏　 
亀岡電子株式会社　様 エコキャップ　19㎏　
亀岡農家組合　組合長　道脇和博　様 新米（こしひかり）　30㎏×10袋
吉川町自治会　様 プルタブ　16.7㎏

エコキャップ　11.1㎏　
国際ソロプチミスト亀岡　様 プルタブ　0.45㎏　　

エコキャップ　10.1㎏　切手100g
一般社団法人　亀岡市青年会議所
理事長　木戸庸介　様

プルタブ　3.7㎏

社会福祉法人　青葉学園　様 エコキャップ　50㎏
星栄住設株式会社　様 プルタブ　16.5㎏
亀岡市立千代川小学校　様 エコキャップ　50.5㎏
亀岡市立曽我部小学校　様 プルタブ　10.7㎏
曽我部町自治会　様 プルタブ　17.7㎏

エコキャップ　22.3㎏　
特別養護老人ホーム　第二亀岡園　様 プルタブ　23.7㎏
南桑土木建設株式会社　様 プルタブ　0.7㎏

エコキャップ　1.7㎏
平成28年度高齢者さわやか教室　受講生　様 プルタブ　9.3㎏　古切手476g

使用済カード403枚　はがき46枚
郵政退職者共助会京都北支部亀岡班　様 プルタブ　1㎏　古切手
郵便局長夫人会やまゆりの会　亀岡部会　様 雑巾140枚　ウエス
洋裁サークルピンクッション　様 プルタブ　1.2㎏

エコキャップ　8.2㎏
亀岡市立薭田野小学校　様 プルタブ　4.8㎏

エコキャップ　24.3㎏
匿名（2件） プルタブ　85㎏

金銭の部【法人・団体】
　ご　芳　名　（順不同）

50周年記念　矢田石油株式会社　有限会社モバイルネット矢田　
代表取締役　矢田　恭士　様
S44年　高田中学校　卒業生　様

アルプラザボウル　様

イマイグループ安全衛生協力会・縁乃会　様

株式会社三煌産業　安全協力会　様

亀岡JCじゃがいもクラブ　様

亀岡山野草を守る会　様

亀岡市ボウリング協会　会長　三宅一宏　様

亀岡地区更生保護女性会 様

亀岡友油会　様

森田　清信氏　喜寿を祝う会　様

大井町ゴルフ協会　様

東つつじヶ丘青少年育成協議会　様

匿名（1件）

合　　計　　1,903,811円

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで
皆様からお寄せいただいた善意は、社協が行う福祉事業に充てております。

寄　付　報　告

災害ボランティア

平成29年6月、京都府災害ボランティアセンター
は、京都府共同募金会の助成を活用し、社会福祉法
人友愛会様の敷地内に倉庫を設置し、災害用資器材
を配備されました。
災害用資器材の配備については、現在、綾部市内、
京田辺市内、南丹市に次いで4例目となりました。
亀岡市災害ボランティアセンターにおいても、訓練
や有事の際に活用させて頂くこととなります。

亀岡市社会福祉協議会　
案内図



　社会福祉法の一部改正により社会福祉法人制度の見直しがあり、平成29年4月から全ての社会福祉法人は従来の任意設置機
関としての評議員会(諮問機関)は、必ず設置しなければならない議決機関となりました。
　亀岡市社会福祉協議会は従来から評議員会を設置して、住民の皆さまから大変貴重なご意見を頂いておりますが、定款と
定数の見直し等の法人改革を行い新体制でスタートいたしました。
　今後も更なる地域福祉発展のために、理事・監事・評議員の協力のもと、誰もが住み慣れた地域で安全・安心して暮らし
ていけるよう福祉活動を推進してまいります。

・介護支援事業
・通所介護事業
・訪問介護事業 

・自立相談事業　　　
・権利擁護事業
・地域サロン活動推進
・災害ボランティアセンター等 

・法人運営　　　　   
・共同募金事業
・子育て支援事業
・ふれあいプラザ等

○社会福祉協議会の法的位置づけ
　社会福祉協議会は、社会福祉法第109条にお
いて、「地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体」として規定され、全国・都道府県・政
令指定都市・市区町村に設置されています。
　社会福祉協議会の特徴は、地域住民等の参加
と協力を得て活動する民間組織としての自主性
と、住民や福祉関係者等に支えられた公共性・
中立性という２つの側面を持った組織です。

亀岡市社会福祉協議会の組織と事業の特徴

○組織
　亀岡市社会福祉協議会(以下「市社協」とい
う)は、昭和30年に設立し、昭和48年に法人化
しています。社会福祉法にのっとり地域住民の
参加・協力のもと地域を代表する各自治会、福
祉団体、亀岡市をはじめとする関係機関等の参
画を得て、地域福祉・在宅福祉活動を推進する
非営利の民間組織です。

○事業
　市社協では、「地域福祉の推進」という法人
の目的達成のため、住民の地域福祉増進事業、
支援を必要とする人の自立を支える事業、そし
て福祉制度に基づく一人ひとりを支える事業等
に、専門知識を備えた職員が対応しています。
　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う、地域福祉活動や福祉サービスに取組む住
民・団体を支援しますとともに、地域の福祉課
題に対しては話し合い、地域との協働で取組ん
でいます。

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会って?

理事・幹事・評議員の新役員体制がスタート

理　事　　13　名以内　評議員　　22　名以内

社会福祉に関心があり、
亀岡市社協の趣旨目的に賛同して入会した人・団体

賛同して入会した人・団体
（一定額以上の会費）

住民の皆様には世帯単位
で会費を納めていただ
き、活動を支えて頂いて
います

理　事

監　事

評議員

定数

事　務　局

総　務　課 地域支援課

社 協 会 員

賛 助 会 員世帯（一般）会員

介護事業課

新体制の役員を紹介します。
会長
副会長

常務理事
理事

評議員

評議員選定・解任委員

監事

矢田　勲

中川　國彦

大西　章弘

小川　泉

山内　節子　　石倉　敬子

小仲　修　　　西村　隆美

矢野　隆弘　　井手口　幸男

松井　やす子　栗林　三善

井内　邦典　　中井　康雄　　桑田　昭
渡邉　東高　　長尾　繁　　　木﨑　博彦
前田　厚子　　中澤　猛　　　奥村　加代
櫻井　邦男　　八田　比登美　河井　久勝
法貴　良好　　今西　聡　　　井本　太
大石　慶明　　松本　正廣　　益田　也寸子
山内　勇　　　杉﨑　房子　　木村　好孝
廣瀬　義直
大谷　俊定　　兒嶋　正晴　　藤本　邦雄
櫻井　光子　　永田　一夫　　 中　一美

兒嶋　正晴　　　森　洋子　　　西﨑　豊

 ～教えて～
一口メモ
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