
あなたのおもいが

地域の福
祉を支えています

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（木）〜9/30（月）

社協会員募集強化月間
8/1（木）〜9/30（月）

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。
□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。

令和元年
7月16日発行

特別号
～子育て支援センター　かめおかっこひろば事業（カンガルーひろば）～

亀岡市社協のマスコット
ふくかめちゃん



　亀岡市民の皆様には、平素から亀岡市社会福祉協議会の活動に、ご理解ご協力を賜り誠にあ
りがとうございます。
　この度、当協議会の会長として 18 年間の長きにわたり地域福祉の向上にご尽力いただきま
した矢田勲様の後任として、先日開催されました理事会において選出いただきました。浅学菲

才でありますが、誠心誠意努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
　さて、時代は平成から令和に変わり新しい時代を迎えましたが、地域福祉の大切さは変わらずその必要性はます
ます大きくなってきています。これからも市民の皆様が、住み慣れた地域で、安全安心に暮らしていただけるよう『か
めおか地域福祉活動計画』に沿って、基本理念「支えあい　助け合いのある　顔の見えるまち・かめおか」の実現
に向け、関係機関・団体等の皆様と連携し、役職員一丸となって努めてまいりますので、尚一層のご支援ご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　6 月 12 日をもちまして会長を辞任いたしました。在任中は、格段のご厚情とご指導を賜りましたことに心
から厚く御礼申し上げます。今後は、顧問として引き続き協力していく所存ですので、変わらぬご高誼を賜り
ますようお願い申し上げます。

☆地域福祉活動
・車いす・電動ベッドの貸出を実施
・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

市民福祉のつどい

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）

ごあいさつ

矢田 前会長からのご挨拶

社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会　　会長　木　村　好　孝

　会費はこのように
　　　使われています

☆福祉コミュニティの推進

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
コミュニティの
推進，110円

地域福祉活動，
430円

管理運営，80円

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。



積立資産取崩収入 6,675（2.6%） 会費
9,566（3.5%）

寄付金
1,189（0.5%）

補助金
48,427（17.9%）

受託金
55,748（20.6%）

事業収入
5,243（1.9％）

介護保険収入
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障害福祉
サービス
32,391（12.0%）

その他
19,202（7.1%）ファミリーサポート事業

6,604（2.5%）

法人運営事業
60,383（22.6%）
地域福祉事業
6,953（2.6%）

生活支援体制事業
6,258（2.4%）
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ホームヘルプ事業
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老人デイサービス
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基金事業
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障害福祉サービス等
29,626（11.8%）

受取利息配当金収入
2,710（1.0%）

その他
897（0.4%）

寄付金3,530（1.4%）

収入 251,594 千円 支出 266,233 千円 収入 270,476千円 支出 269,006千円
ふれあいプラザ管理運営事業
11,901（4.5%）

介護支援事業
12,062（4.5%）

生きがい活動事業
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ファミリーサポート事業
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法人運営事業
60,579（22.5%）

地域福祉事業
8,964（3.3%）

生活支援体制事業
5,600（2.1%）

共同募金事業
12,227（4.5%）

ホームヘルプ事業
54,808（20.4%）

老人デイサービス
事業65,632（24.4%）

くらしのサポート
サービス事業
1,635（0.6%）

基金事業
1,942（0.7%）

福祉サービス利用援助事業
5,974（2.2%）

資金貸付事業
3,436（1.3%）

子育て支援事業
15,208（5.7%）

ふれあいプラザ管理運営事業
12,630（4.7%）

介護支援事業
12,578（4.7%）

生きがい活動事業
984（0.4%）
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令和元年度　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. 災害ボランティアセンターの機能充実・体制強化
4. 子育て家庭への支援体制の強化
5. 自主財源の確保と経営基盤の強化
6. 法人運営の基盤強化

◎事業計画（主な事業）

6.資金貸付事業
　財源：社協会費・補助金委託料
　地域づくりを目標に事業を実施
7.用品貸出事業
　財源：利用料
　地域づくりを目標に事業を実施
8.共同募金等事業【充実】
　財源：赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・補助金委託料
　基盤づくりを目標に事業を実施
9.介護保険　介護予防・生活支援サービス事業
　財源：介護保険料・補助金委託料
　利用者の視点に立ったサービスの提供と
　質的サービスの向上を図り事業を実施
10.障害福祉サービス事業
　財源：障害福祉サービス事業収入・補助金委託料
　障害者総合支援法に基づく居宅介護事業の実施
11.子育て支援事業【充実】 
　財源：補助金委託料
　次代を担う子どもの未来づくりのため、
　子育て支援の事業を実施
12.ファミリー・サポート・センター事業【充実】
　財源：補助金委託料
　子育て家庭を支援の事業を実施
13.ふれあいプラザ指定管理事業
　財源：補助金委託料
　ふれあいプラザの管理適切な管理運営を行う
14.法人運営に係る事業【充実】
　財源：社協会費
　基盤づくりを目標に事業を実施

1.地域福祉事業【充実】 
　財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料・利用料
　絆づくり、地域づくりを目標に事業を実施
2.ボランティア活動事業【充実】
　財源：社協会費・補助金委託料
　人づくりを目標に事業を実施
3.福祉サービス利用援助事業【充実】
　財源：補助金委託料・利用料 
　地域づくりを目標に事業を実施
4.高齢者福祉事業
　財源：社協会費・赤い羽根共同募金・補助金委託料
　絆づくりを目標に事業を実施
5.福祉活動団体等への支援事業
　財源：赤い羽根共同募金 
　絆づくりを目標に事業を実施

■令和元年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

■平成30年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告



平成30年4月1日～平成31年3月31日までの
皆様からお寄せいただいた善意は、社協が行っている福祉事業に充てられます。

寄　付　報　告

物品の部【法人・団体】
ご芳名（順不同） プルタブ エコキャップ その他

有限会社　ASC 0.3㎏　 1.6㎏　 使用済プリペイド
カード600枚以上

特定非営利活動法人諸星塾
六信みどり　

4㎏　 9.6㎏

社会福祉法人　青葉学園 7.5㎏
亀岡市立吉川小学校 10.77㎏
野々村タイル 1㎏　 2.6㎏
亀岡市立中部保育所
（保護者会）

4.8㎏　 43.66㎏

ナルク亀岡 20.9㎏ 57.5㎏
見立区自治会 37.2㎏
曽我部町自治会 3.4㎏ 17.3㎏
国際ソロプチミスト亀岡 1.1㎏　 9.1㎏　 古切手0.4㎏
亀岡高校生徒会美化委員会 25.6㎏
支援センター　圭 0.4㎏　 ベルマーク
馬路町自治会 3.0㎏
南桑土木建設株式会社 4.9㎏
吉川町自治会 11.3㎏　 18.1㎏
亀岡市立詳徳小学校 1.1㎏　 163.3㎏
明治安田生命　亀岡営業所 タオル108枚
亀岡市立幼稚園PTA 8.736㎏　 0.3㎏
亀岡電子株式会社 10㎏
ほっこり
サロンつつじヶ丘　

12.8㎏

グランド・ゴルフ愛好者 2㎏　 47㎏
郵便局長夫人会亀岡部会 雑巾130枚
メディアス亀岡3番館
管理組合

18.4㎏　 2.7㎏

ＮＰＯ法人　青空ふれあい
農園ハーブ倶楽部

200g　 11㎏

府営向河原団地　
ふれあい会

8㎏　 22.9㎏

府営住宅向河原団地自治会 24.2㎏
藤村種苗園従業員
有志一同・法貴茂博

1.0㎏　 2.9㎏

夫婦池団地各人 22㎏
カトリック丹波教会 1.4㎏　 9.4㎏　 使用済プリペイド

カード・古切手
小松寺 11.4㎏
グループホーム180番地
黒伸哉（世話人）

9.5㎏　 9.2㎏

（株）イーエル・オカモト 10.1㎏
亀岡市立城西小学校 24㎏
亀岡市さわやか教室 10,700g　 2,400g 古切手624g・使用済み

カード86枚・
未使用はがき1枚　

亀岡市立つつじヶ丘小学校 96.4㎏
洋裁サークル　
ピンクッション

1.5㎏ 4㎏

郵政退職者近畿共助会　
京都北支部亀岡班

7.1㎏　 3㎏ 使用済切手100g

京都南丹モラロジー 230g　 600g　 古切手1㎏・
使用済みカード25枚

一般社団法人　
亀岡青年会議所

4.4㎏　 古切手・書損じはがき

亀岡市立
南つつじヶ丘小学校

9.5㎏　 43.5㎏

亀岡市立千代川小学校 62㎏
亀岡市立薭田野小学校 10㎏　 10.5㎏
ランニングクラブチーム　
ピーマン

1.2㎏

世界平和統一家庭連合　
亀岡家庭文化センター

200g 4.5㎏　 古切手

丹波桜梅園 2.5㎏　 4,400個
亀岡農家組合 新米30㎏×10袋
匿名（３件） 162.8㎏ 野菜・空気清浄機3台　

金銭の部【個人】
ご芳名（順不同）

人見　徳康 20,000
白井　伸 100,000
中川　久俊 50,000
満林　啓美（福祉車輛） 1,700,000
住垣　萬治 100,000
磯　　要三 19,000
匿名（１０件） 118,815

合計 2,107,815

金銭の部【義援金】
募金箱 540,572

物品の部【個人】
ご芳名（順不同） プルタブ エコキャップ その他
浪川　博美 2㎏
斉藤　浅夫 62.5㎏
竹井　寛 1.6㎏　 8.9㎏　
森　　久和 1.2㎏
長澤　直美 車いす1台

森　　和子 0.6㎏　 2.4㎏　 ベルマーク　・　古
切手

岩﨑真由美 6.7㎏　 8.3㎏
古江　要 布8袋
藪　　琉敏 1.2㎏
藤本　新一 3㎏　 16㎏
高松　朗良 3㎏
土谷　末野 2.1㎏　 1.5㎏
木内マツエ 1.1㎏　 1.6㎏
石田　茂雄 600g　 3.8㎏
福田　康夫 4.3㎏
川勝　丑三 1.8㎏　 1.8㎏
山下　芳郎 6.5㎏
林　　侑香 0.5㎏　 2.6㎏ ベルマーク・古切手
和久田己善 23.5㎏
村上　悟司 1.5㎏
柴田　泰男 500g　 7㎏
大村　敏 手作りのコマ
三宅　未来、
徠輝、來良 3.3㎏

俣野　治城 2.7㎏
森川　久男 13㎏　 600g
八木　樹男 2.9㎏
加賀山千代 1.5㎏　 1.0㎏
堤　　典子 2.6㎏
今西多津子 600g　 25㎏
野中加代子 1.5㎏
人見　靖泰 10.5㎏

山浦　勝美
歯みがきセット・
ひげそり・
シャンプーセット

匿名（６件） 10.4㎏ 2.6㎏
毛布1枚・電動ベッド 
(3モーター）1台
お米30㎏

金銭の部【法人・団体】
ご芳名（順不同）

畑中様　ご家族が亡き畑中克彦様の供養のために 100,000
亀岡山野草を守る会 5,000
株式会社カーショップナカイ 20,350
株式会社親愛　代表取締役　安達卓志 50,000
「下矢田町北地区自治会
サマーフェスティバル2018」開催
善意の募金箱を寄付

12,123

東つつじヶ丘青少年育成協議会 5,000
イマイグループ安全衛生協力会　縁乃会 183,000
株式会社三煌産業　安全協力会 336,000
どんどん会　代表　田村敏 55,500
大井町ゴルフ協会　会長　仲井資具 50,000
株式会社親愛　代表取締役社長　安達卓志 50,000
河原林町自治会 3,000
亀岡JCじゃがいもクラブ　 50,000
亀岡ライオンズクラブ
　　　（デジタルサイネージ用テレビ・パソコン） 320,000

合計 1,239,973

今後とも
皆様の善意の寄付を

よろしくお願い
いたします！！



資格は不要！
有償ボランティア

天然酵母パン グリム
グリムさんは、天然酵母と国産小麦や亀岡の水にこだわったパン屋さんです。「どんなに
時代が変わっても、コミュニティの中心になれるあたたかなパン屋でありたい。」という
思いで、募金百貨店プロジェクトに参加していただきました。「メロンパン」は店頭でも
販売しており、売上の 3％が寄付となり、亀岡のまちを良くする活動に還元されています。

事業の対象者：認知症や知的・精神障害
などにより、福祉サービ
ス利用のための手続きが
わからなかったり、日常
的な金銭管理をするのが
ひとりでは不安な方

業務内容：●日常的なお金の出し入れの
お手伝い

　　　　　●領収書や請求書など書類等
整理のお手伝い

活動頻度：活動時間は、
　　　　　1 回につき 1 ～ 2 時間程度
時　　給：900 円 /1 時間
　　　　　（交通費は別途支給）

寄付つき商品の販売を通じて、地域を良くする一員としての企業の社会貢献活動を紹介します。

協力事業所：（福）松花苑ワークスおーい、和菓子処匠大、フェリーチェ、天然酵母パングリム

　高齢・産前産後・障がい者・退院後
の回復期などの方で日々の暮らしに困
難を抱えた方が、地域で暮らしやすい
ようにサポートする協力会員を募集し
ます。
　掃除・洗濯・調理・買物等の家事を、
お手伝いしていただく活動です。
　ご興味のある方は、お問い合わせく
ださい。

空いている時間に得意な家事で
社会貢献に参加しませんか？

福祉サービス利用援助事業の

生活支援員を募集しています

ひとりで考え込まずに、

一緒に考えましょう！

くらしのサポートサービス

協力会員募集!

お問い合わせ

【相談専用電話】

お問い合わせ
地域支援課 生活支援係　TEL ２３－６７１１

23-5110

地域支援課 生活支援係　TEL ２３－６７１１

◎滿林啓美様（古世町）より
亀岡市の福祉のために福祉車輛

◎亀岡ライオンズクラブ様より
インフォメーションディスプレイ

（デジタルサイネージ）

◎寄付つき飲料用自動販売機の売上より
貸出し用車いす購入

◎寄付金と赤い羽根共同募金の助成より
災害ボランティアセンター活動のためにデジタル

無線機購入

◎平成30年度の寄付金より、倉庫を購入させていただきました。

募金百貨店プロジェクト〜赤い羽根共同募金〜募金百貨店プロジェクト〜赤い羽根共同募金〜

【ひきこもり家族教室】
第 2 回　 8 月 23 日 ( 金 )
第 3 回　10 月 25 日 ( 金 )
第 4 回　12 月 21 日 ( 土 ) 
第 5 回　 2 月 28 日 ( 金 )

＊いずれも 13：30 ～ 15：30
　家族同士の交流会も行います。詳しくは、
　亀岡市広報誌「キラリかめおか」でご確
認下さい。

ひきこもり家族・本人、福祉総合
相談等お気軽にご相談ください

第四弾

ご寄付いただきありがとうございました



29-2705☆お気軽にご相談下さい☆

令和元年度 新体制の役員を紹介します。 ＜順不同＞

訂正とお詫び

評議員 井内　邦典 中井　康雄 桑田　昭
渡 　東高 上田　伊佐男 木﨑　博彦
前田　厚子 中澤　猛 奥村　加代
櫻井　邦男 後藤　隆 河井　久勝
荒木　昌幸 今西　聡 谷　　公暁
法貴　雅男 松本　正廣 益田　也寸子
湯浅　豊 杉﨑　房子 浦　　邦彰
上田　政行

評議員選任・解任委員 大谷　俊定 兒嶋　正晴 藤本　邦雄
櫻井　光子 永田　一夫 濵中　一美

会長 木村　好孝
副会長 大石　慶明 中川　國彦
理事 松井　やす子 浦中　悦子

山内　節子 河原　正浩
山木　茂 石倉　敬子
細川　景子 八木　等　　

監事 森　　洋子 西﨑　豊
兒嶋　正晴

顧問 桂川　孝裕 矢田　勲

　かめおかっこひろばには、芝生のお庭があります。季節の
野菜や花々が育ち、川からの涼しい風が通り抜ける気持ちの
よい庭です。昆虫やカエルなどの小動物が見られることもあ
ります。庭で走り回ったり、お弁当を食べたりすることも出
来ます。かめおかっこひろばに遊びに来た時には、お庭でも
遊んでみてくださいね！

　本年度本会発行『サロン活動紹介Ｂｏｏｋ』13 頁掲載の南つつじヶ丘子育てすくすくサロンの『内容／主催』欄に誤
りがございましたので、以下の通り訂正いたします。
誤）つつじヶ丘地区民生委員　児童委員協議会　　　正）南つつじヶ丘地区社会福祉協議会
　読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

亀岡市 ファミリー・サポート・センター亀岡市子育て支援センター「かめおかっこひろば」
気持ちがいいね！かめおかっこガーデン 〜あなたの子育て応援します！〜

　「用事があるけれど、近所に知り合いもなく、誰にも子ど
もを見てもらう人がいない」
　「１～２時間、子どもを預かってほしい」と思ったことは
ありませんか？
　そんな時はファミリー・サポート・センターにおまかせく
ださい。
　保護者に用事のある時、子
どもさんがいつも遊んでい
る「子育て支援センター“か
めおかっこひろば”」で、ま
かせて会員さんに子どもさ
んを預かってもらうことが
出来ます。ご利用には事前に
登録・マッチングが必要ですので、まずはお電話ください。

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

亀岡市子育て支援センター
TEL ２9－2710　FAX ２９－３６６６ お問い合わせお問い合わせ

介護保険サービスの利用には
ケアプラン作成が必要です！
私達ケアマネジャーがお手伝い
をいたします。

　昨年度、介護・福祉サービスの質の
向上を図るため第三者評価受診をし、4
月24日にその認定証が届きました。
　評価結果は京都介護・福祉サービス
第三者評価等支援機構のホームページ
(https://kyoto-hyoka.jp/)にて公表
されています。
　評価結果に基づき今後のさらなるサ
ービスの向上に努めてまいります。 明るく元気なヘルパーが

　訪問させて頂きます。

ガレリアかめおか老人介護支援センターガレリアかめおかデイサービスセンター

亀岡市社協ホームヘルプセンター

29-2707お問い合わせ

〜人がつながる
　　心がつながる〜

29-2706お問い合わせ


