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地域の福
祉を支えています

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（土）〜9/30（水）

社協会員募集強化月間
8/1（土）〜9/30（水）

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。

社協会費にご協力をお願いいたします。

令和2年
7月15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～

亀岡市社協のマスコット
ふくかめちゃん

案 内 図

□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。



　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。
　いま世界中の人々を震撼させている新型コロナウイルスによる脅威は、人の命を奪い社会や
経済活動を停止させるなど、現在に生きる私たちにとって経験のない多大な災厄をもたらして

いますが、それと併せて大変危惧するのが感染症に関して人と人とが疑心暗鬼となり、心無い言動により傷つけあ
うことです。このような時こそ優しさや思いやりが大切です。そして終息させるため人々が心を一つにし、一日も
早い平穏な日々を取り戻せることを願うばかりです。
　亀岡市社会福祉協議会は、常日頃から「支え合い 助け合いのある 顔のみえるまち・かめおか」を目指して、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活動しています。新型コロナウイルスにより
活動が制約される中ではありますが、これからも関係機関・団体等の皆様と連携し、役職員一丸となって、地域の
絆づくりをはじめとする地域福祉の推進に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。

☆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

こども用車いすも
あるよ！

福祉コミュニティの推進（市民福祉のつどい）
～2019年10月27日～

・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
　社会福祉法人　亀岡市社会福祉協議会    　検　索
・Facebook
・LINE

ごあいさつ 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，190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，130円

社協広報
活動，40円

福祉
コミュニティの
推進，110円

地域福祉活動，
420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。

ボランティア活動支援（移送支援セミナー）
～2019年6月20日～



ふれあいプラザ管理運営事業

生きがい活動事業

ファミリーサポート事業

子育て支援事業

介護支援事業

ホームヘルプ事業

老人デイサービス事業

福祉サービス利用援助事業

積立資産取崩収入

その他収入

受取利息配当金収入

障害福祉サービス等

介護保険収入

事業収入

受託金

補助金

ふれあいプラザ管理運営事業

生きがい活動事業
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ホームヘルプ事業

老人デイサービス事業

福祉サービス利用援助事業

その他

障害福祉サービス

介護保険収入

事業収入

受託金

補助金

寄付金

会費

積立資産取崩収入12,944（5.1%） 会費
8,825（3.0%）

寄付金
1,189（0.4%）
補助金
44,135（14.9%）

受託金
55,630（18.8%）

事業収入
5,179（1.8%）

介護保険収入
116,709（39.5%）

障害福祉
サービス
22,800（7.7%）

その他
41,191（13.9%）ファミリーサポート事業

6,599（2.6%）

法人運営事業
63,654（25.3%）
地域福祉事業
8,419（3.3%）

生活支援体制事業
5,600（2.2%）

共同募金事業
11,526（4.6%）

ホームヘルプ事業
42,532（16.9%）

老人デイサービス
事業60,777（24.1%）

くらしのサポート
サービス事業
1,248（0.5%）

基金事業
1,871（0.8%）福祉サービス利用援助事業

5,366（2.1%）

資金貸付事業
3,314（1.3%）

子育て支援事業
14,955（5.9%）

会費 8,891（3.5%）

補助金
48,325（19.0%）

受託金
55,548（21.8%）

事業収入
4,227（1.7%）

介護保険収入
95,397（37.5%）

障害福祉サービス等
23,095（9.1%）

受取利息配当金収入
2,710（1.1%）

その他収入
1,394（0.5%）

寄付金1,696（0.7%）

収入 254,227 千円 支出 251,921 千円 収入 295,658千円 支出 294,451千円
ふれあいプラザ管理運営事業
12,512（5.0%）

介護支援事業
12,818（5.1%）

生きがい活動事業
730（0.3%）

ファミリーサポート事業
8,109（2.7%）

法人運営事業
81,724（27.8%）

地域福祉事業
8,753（3.0%）

生活支援体制事業
5,300（1.8%）

共同募金事業
7,935（2.7%）

ホームヘルプ事業
52,974（18.0%）

老人デイサービス
事業68,980（23.4%）

くらしのサポート
サービス事業
2,128（0.7%）

基金事業
2,362（0.8%）

福祉サービス利用援助事業
5,942（2.0%）

資金貸付事業
3,455（1.2%）

子育て支援事業
14,399（4.9%）

ふれあいプラザ管理運営事業
13,277（4.5%）

介護支援事業
18,191（6.2%）

生きがい活動事業
922（0.3%）
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令和２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・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：社協会費・利用料・赤い羽根共同募金・寄付金
　地域づくりを目標に事業を実施
8.共同募金委員会と連携した活動支援事業【充実】
　財源：赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・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・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・委託料
　障害者自立支援法に基づく居宅事業の実施
11.子育て支援事業【充実】
　財源：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：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：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・補助金
　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・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・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：委託料・利用料
　地域づくりを目標に事業を実施
4.福祉教育推進事業
　財源：社協会費・赤い羽根共同募金
　人づくりを目標に事業を実施
5.各種団体への支援
　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２年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

■令和元年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告



(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

皆さま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
充てられています。

寄　附　報　告

物品の部【法人・団体の部】
ご芳名（順不同） プルタブ エコキャップ その他

(株)イーエル・オカモト 6kg
HairFace　SAIWAIBrains 1kg
カトリック丹波教会 0.3kg 2.8kg 古切手
グループホーム180番地　
世話人　黒　伸哉

1.7kg 16.6kg

ソニーショップ　ムカイデ 4.3kg 7.7kg
タムタム酵房 1.8kg
ナルク亀岡丹の里 33.2kg 57.4kg
ほっこりサロンつつじケ丘 1.1kg 2.4kg
メディアス亀岡3番館 10kg 5kg
亀岡市さわやか教室受講生 8,967g 2,065g 古切手　616ｇ・使用

済みカード　270枚
亀岡市立つつじケ丘小学校 92.4kg
亀岡市立詳徳小学校児童会 3.5kg 143.2kg
亀岡市立詳徳中学校 200ｇ
亀岡市立城西小学校 17kg
亀岡市立千代川小学校 62.2kg
亀岡市立曽我部小学校 46.2kg
亀岡市立中部保育所保護
者会

12.5kg 20.5kg

亀岡市立南つつじケ丘小
学校

14.6kg

亀岡市立畑野小学校 65.7kg
亀岡市立本梅小学校 3.9kg
亀岡市立幼稚園 13.4kg 29.2kg
亀岡地区　民生委員・児童
委員協議会（福祉部会）

5.5kg

亀岡電子(株) 16.5kg
吉川町自治会 1.8kg 7.9kg 古切手・使用済みテレ

フォンカード
見立区自治会 2.9kg 41.7kg
原田自動車 4.2kg 1.3kg 古切手　0.2kg
国際ソロプチミスト亀岡 3.2kg 古切手　400ｇ
諸星塾 19.3kg 18.2kg
小松寺 10.8kg
世界平和統一家庭連合
亀岡家庭文化センター

0.5kg 13.7kg

生身天満宮　宮司　武部　
昌英

0.9kg 0.8kg

曽我部町自治会 2.9kg 12.9kg
丹波協会 400ｇ 3kg 古切手・使用済みテレ

フォンカード・プリペ
イドカード

中央福祉センター卓球バレ
ー所属　大石　宗典

0.5kg

東つつじケ丘自治会 4.4㎏ 3㎏
特別養護老人ホーム
亀岡園

10.4kg 古切手

南桑土木建築(株) 1.5kg 3.4kg 古切手　550ｇ
京都南丹モラロジー事務所 2.7㎏  6kg 古切手・使用済みプリ

ペイドカード
馬路町自治会 6.8㎏ 6.3㎏
府営住宅向河原団地ふれあ
い会

6.6kg 151.4kg

郵政退職者近畿共助会
京都北支部亀岡班

23kg 1.5kg 古切手ハガキ等300g

郵便局長夫人会　亀岡部会 雑巾　130枚
洋裁サークルピンクッシ
ョン

4.4㎏

下矢田町笑顔ふれあう豊か
な心の集い実行委員会

じゃがいも・玉ねぎ

亀岡農家組合 新米　30kg×10袋
匿名（1件） 15㎏

金銭の部【個人】
ご芳名（順不同）

人見　徳康 20,000
斉藤　秋生 10,000
匿名（10件） 271,000

合計 301,000

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
羽場　嵩季 800ｇ
塩見　幸子 400ｇ 古切手7枚
荻野　芳子 1.5kg 3.6kg
関口　明日香 15.5kg
今西　多津子 15.2kg
山下　清 7.5kg
山崎　薫 300g
柴田　泰男 1kg 10kg
小南　茂男 26.5kg 9.5kg
森川　久男 4.5kg 1.4kg
西村　誠 300ｇ 6.3kg
西田　ふく子 1.8kg 1.5kg
斉田　雅代 9.1kg
石田　茂雄 1㎏ 8.8㎏
船越　達也、遥也 1.4kg
村上　悟司 2㎏
大橋　美路 0.4kg 2.8kg
竹井　寛 1.1㎏ 5.5㎏
竹内　弘年 600g
堤　典子 3.7kg
土谷　末野 0.5kg 1.8kg
藤本　新一 4.1kg 29.4kg
内山　敏子 1.5㎏ 700g
八田　雅子 0.8kg
平井　和美 4.9㎏ 1.5㎏
法貴　茂博 500ｇ 2.5kg
牧野　正勝 2.1kg ベルマーク
俣野　治城 2.6kg
満林　俊宏 0.2㎏ 干支の色紙
野々村　絹子 700g 4.6㎏
和久田　己善 11.5㎏ 27.5㎏
數井　禎 8.4kg
匿名（5件） 31㎏ 2.7㎏

◎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
活動のために名札シールを
購入

ご寄付いただきありがとうございました

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！！

金銭の部【法人・団体】
ご芳名（順不同）

イマイグループ安全衛生協力会　縁乃会 209,620
下矢田町笑顔ふれあう豊かな心の集い実行委員会 17,374
下矢田町北地区サマーフェスティバル2019 7,970
株式会社　親愛　代表取締役社長　安達　卓志 100,000
株式会社エムアンドエムサービス　京都・烟河 14,201
株式会社三煌産業安全協力会 430,000
亀岡山野草を守る会 3,000
亀岡青年会議所にのうみ会 200,000
亀岡料飲連合会　会長　　村　均 84,000
大井町ゴルフ協会　会長　仲井資具 50,000
東つつじケ丘自治会 5,000
東つつじケ丘青少年育成協議会 5,000

合計 1,126,165



29-2705☆お気軽にご相談下さい☆

　令和 2 年度、亀岡市子育て支援センターと亀岡市ファミリー・
サポート・センターは、LINE 公式アカウントを通じてみなさ

んにより早く楽しく役立つ情報をお
届けすることにしました。
　友だち登録がまだの方は、下の
QR コードをスマートフォンで読み
取って登録してくださいね。

  令和2年5月1日設置
『寄付つき飲料水用自動販売機愛称“ふくかめ自販機”』の仲間ができました❣

　5月5日のこどもの日にちなみ、画用紙や折り紙で『こいのぼり』
を作りました。皆さん集中して取り組まれ、個性溢れるこいのぼり
がたくさん完成しました。
　手先、指先を使うことで脳が活性化され、認知症予防や症状の進
行を遅らせる効果が期待できます。
　暦や年中行事にちなんだ制作に、わかりやすい手順で工程を少な
くし、完成させやすくすることで、四季の季節を感じていただき、
達成感を得ることができます。また、日々の生活に刺激を与え、心
を明るくする効果もあり
ます。デイサービスセン
ターでは、これからもご
利用者の皆様に喜んでい
ただけるよう、様々なレ
クリエーションを考えて
いきたいと思います。

ガレリアかめおかデイサービスセンター

29-2706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。

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

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～

～作業レクリエーション～

亀岡社協のマスコット
「ふくかめ」が目印です！

（自販機事業者：㈱伊藤園）

始めました！

★体育館2階　トレーニングルーム隣
　の休憩室（吉川町�亀岡運動公園内）

★保津町保津川左岸
　水辺公園

◎令和元年度『ふくかめ自動販売機』による
　ご寄付により「地域福祉活動」
　の利用グッズとして購入！！

設置ご協力者：『亀岡市パークコモンズ』様。
（運動公園の指定管理者）
トレーニング機器が一新され、利用の充実
も図られたところであり、運動後の休憩室
で一息を入れる場所に設置していただきま
した。

設置ご協力者：『保津町自
治会』様。設置のご協力は
 2台目。
この度整備された保津川左
岸の水辺公園に設置してい
ただきました。

今回設置いただいた関係者の皆様には、地域貢献・地域福祉への深いご理解とご協力を賜り、ありがとうござ
いました。
亀岡市社協は“ふくかめ自販機”（市内 8 ヶ所 8 台）による皆さまからのご寄付によって、亀岡の地域福祉活
動の充実をより一層図っていきます。

亀岡市子育て支援センター 　亀岡市ファミリー・サポート・センター

亀岡市ファミリー・サポート・センター
・TEL 0771-24-9192　・FAX 0771-29-3666

亀岡市子育て支援センター（かめおかっこひろば）
・TEL 0771-29-2710　・FAX 0771-29-3666お問い合わせ

社会福祉法人
亀岡市社会福祉協議会

社会貢献の一つとして
設置スペースをご提供いただける方、大募集！！
問合せ先：総務課　総務管理係　TEL 23-6711

地域行事やサロン、福祉講座など
への貸し出し利用ができます

ボッチャミュージックベル

プロジェクター

（社協マスコット）



令和2年度の役員を紹介します。 ＜順不同＞

評議員 井内　邦典 山田　　実 木久　依子
渡 　東高 吉田　弘文 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
西村　　満 今西　　聡 猪子　純子
小林　　仁 松本　正廣 益田也寸子
竹岡　　敏 川勝　郁子 浦　　邦彰
中澤　基行

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 塚本　政雄 中川　國彦
理事 松井やす子 浦中　悦子

山内　節子 河原　正浩
林　　　昭 石倉　敬子
細川　景子 八木　　等

監事 石山　耐子 西﨑　　豊
兒嶋　正晴

顧問 桂川　孝裕 矢田　　勲

資格は不要！

有償
ボランティア

お知らせ

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：930 円 /1 時間（交通費は別途支給）

　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。

　「市民福祉のつどい」は、市民の皆様をはじめ多くの方々にご参加いただき開催してきましたが、今年度は新型コロ
ナウイルス感染防止対策としての「３つの密」を避けることが困難であることから中止することとしました。
　来年度は開催出来るよう、一日も早い終息を願っております。

【登録方法】
① LINE のアプリを起動します
② QR コードリーダーを押します

③カメラをQR コードに向けます
④ LINE から通知が入ります
⑤アカウントが出てきたら「お友達追加」

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！

令和2年度『市民福祉のつどい』の中止について

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

【ひきこもり家族教室】
第 1 回　 8 月 22 日 ( 土 )
第 2 回　10 月 23 日 ( 金 )
第 3 回　12 月 25 日 ( 金 ) 
第 4 回　 2 月 27 日 ( 土 )

＊いずれも 13：30 ～ 15：30
　家族同士の交流会も行います。
＊会場や内容は、公式ホームページや公式 LINE

でご確認ください。

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

ボランティア
やサロン、助
成金の情報、
地域福祉イベ
ントなどをお
知らせします。

ひきこもり
家族教室や
福祉の総合
相談などを
お知らせし
ます。

『亀岡市社協～相談情報～』『亀岡市社協～ちいき～』

LINEはじめました！

お友達登録お願いします！




