
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

社協会員（会費）募集強化月間
8月1日（月）～9月30日（金）

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。

「第３期かめおか地域福祉活動計画 基本理念」

令和4年
7月15日発行

特別号
子育て支援事業（かめまるランド・絵本のひろば）
 「おじいちゃんと いっしょ 」

亀岡市社協のマスコット
ふくかめちゃん

■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。

互いにつながり合い
誰もがずっと住み続けられるまちづくり

社協会費募集強化月間がはじまります。社協会費にご協力をお願いいたします

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。

開館20周年記念事業
（5面に掲載）



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：活動は、週1回、1～2時間程度

時　　給：940円 / 1時間（交通費は別途支給）

★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
・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の実施

★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
への助成

★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の支援

★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

★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	 ・Facebook　　　
・LINE	 ・Instagram

　会費はこのように
　　 使われています

・各地域の福祉活動を活性化するために、地区社協の設
立や地域活動の支援

★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

地域支援課　TEL 23-6711

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

NEWS
「西別院町地区

社会福祉協議会」設立

資格は不要
！

　西別院町地区社会福祉協議会の設立総会が 4
月 26日に開催されました。高齢者の見守り事業
や送迎事業などを実施されます。地域福祉の発
展のため当協議会も連携していきます。

ひとりで考え込まずに、

　　一緒に考えましょう！

【相談専用電話】
TEL 23-5110

【ひきこもり家族教室】
第1回 　6月25日（土）
第2回　 8月27日（土）
第3回　10月29日（土）
第4回　12月17日（土）
第5回 　2月25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、亀岡市広報誌「広報かめおか」、
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。

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。

お問い合わせ



地域包括

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

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

地域包括支援センター事業

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

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9,935（3.2%） 会費
8,220（2.4%）

寄付金
1,237（0.4%）
補助金
50,294（15.0%）

受託金
90,338（26.9%）

事業収入
4,211（1.3%）

介護保険収入
138,158（41.2%）

障害福祉
サービス
25,104（7.5%）

その他
17,947（5.3%）

ファミリー
サポート事業
7,832（2.6%）

法人運営事業
73,263（24.3%）
地域福祉事業
6,380（2.1%）
生活支援体制事業
5,744（1.9%）

共同募金事業
7,904（2.6%）

ホームヘルプ事業
46,882（15.6%）

老人デイサービス
事業62,167（20.6%）

くらしのサポート
サービス事業
642（0.2%）

基金事業
3,893（1.3%）福祉サービス利用援助事業

5,800（2.0%）

資金貸付事業
11,481（3.8%）

子育て支援事業
23,018（7.6%）

会費 8,302（2.7%）

補助金
51,526（16.6%）

受託金
88,997（28.7%）

事業収入
4,107（1.3%）

介護保険収入
121,301（39.1%）

障害福祉サービス等
21,402（6.9%）

受取利息配当金収入
2,703（0.9%）

その他収入
540（0.2%）

寄付金1,395（0.4%）

収入 310,208 千円 支出 301,369 千円 収入 335,509千円 支出 330,124千円
ふれあいプラザ管理運営事業
12,010（4.0%）

地域包括支援センター事業
19,668（6.5%）

介護支援事業
14,191（4.7%）

生きがい
活動事業
494（0.2%）

ファミリーサポート
事業8,104（2.5%）

法人運営事業
64,641（19.6%）

地域福祉事業
8,857（2.7%）

生活支援体制事業
10,000（3.0%）

共同募金事業
7,974（2.4%）

ホームヘルプ事業
57,553（17.4%）

老人デイサービス
事業79,080（24.0%）

くらしのサポート
サービス事業
998（0.3%）

基金事業
1,942（0.6%）

福祉サービス利用援助事業
6,163（1.9%）

資金貸付事業
8,755（2.6%）

子育て支援事業
23,233（7.0%）

地域包括
23,692（7.2%）

ふれあいプラザ管理運営事業
12,624（3.8%）

介護支援事業
15,545（4.7%）

生きがい活動事業
963（0.3%）
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事業収入
4,211（1.3%）

介護保険収入
138,158（41.2%）

障害福祉
サービス
25,104（7.5%）

その他
17,947（5.3%）

ファミリー
サポート事業
7,832（2.6%）

法人運営事業
73,263（24.3%）
地域福祉事業
6,380（2.1%）
生活支援体制事業
5,744（1.9%）

共同募金事業
7,904（2.6%）

ホームヘルプ事業
46,882（15.6%）

老人デイサービス
事業62,167（20.6%）

くらしのサポート
サービス事業
642（0.2%）

基金事業
3,893（1.3%）福祉サービス利用援助事業

5,800（2.0%）

資金貸付事業
11,481（3.8%）

子育て支援事業
23,018（7.6%）

会費 8,302（2.7%）

補助金
51,526（16.6%）

受託金
88,997（28.7%）

事業収入
4,107（1.3%）

介護保険収入
121,301（39.1%）

障害福祉サービス等
21,402（6.9%）

受取利息配当金収入
2,703（0.9%）

その他収入
540（0.2%）

寄付金1,395（0.4%）

収入 310,208 千円 支出 301,369 千円 収入 335,509千円 支出 330,124千円
ふれあいプラザ管理運営事業
12,010（4.0%）

地域包括支援センター事業
19,668（6.5%）

介護支援事業
14,191（4.7%）

生きがい
活動事業
494（0.2%）

ファミリーサポート
事業8,104（2.5%）

法人運営事業
64,641（19.6%）

地域福祉事業
8,857（2.7%）

生活支援体制事業
10,000（3.0%）

共同募金事業
7,974（2.4%）

ホームヘルプ事業
57,553（17.4%）

老人デイサービス
事業79,080（24.0%）

くらしのサポート
サービス事業
998（0.3%）

基金事業
1,942（0.6%）

福祉サービス利用援助事業
6,163（1.9%）

資金貸付事業
8,755（2.6%）

子育て支援事業
23,233（7.0%）
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◎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. 子育て家庭への支援体制の強化
４. 地域包括支援センター事業
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）

4.介護保険　介護予防・日常生活支援総合事業【充実】
　財源：介護保険事業収入・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
5.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
　障害者自立支援法に基づく居宅事業を実施
6.子育て支援事業【充実】【新規】
　財源：補助金委託料
　絆づくり、地域づくり、基盤づくりを目標に、次代を担
う子どもの未来づくりのための子育て支援事業を実施
7.ファミリー・サポート・センター事業【新規】
　財源：補助金委託料
　人づくりを目標に子育て家庭支援の事業を実施
8.地域包括支援センター事業【充実】
　財源：補助金委託料
　高齢者の暮らしを地域でサポートするための総合相談を行う
9.ふれあいプラザ指定管理事業
　財源：補助金委託料
　ふれあいプラザの適切な管理、運営を行う
10.法人運営に係る事業
　財源：社協会費
　基盤づくりを目標に事業を実施

1.地域福祉推進事業【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、人づくり、基盤づくりを目標
に事業を実施
2.用品貸出事業
　財源：社協会費・利用料
　地域づくりを目標に事業を実施
3.亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業
　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

■令和４年度　亀岡市社会福祉協議会予算額

■令和４年度　亀岡市社会福祉協議会事業計画

■令和３年度　亀岡市社会福祉協議会決算報告



善意のご寄付
ありがとうござい

ました。

(令和3年4月1日～令和4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

金銭の部【個人】
ご芳名（順不同） 金　額

髙橋　良男 10,000
山脇　昌行 10,000
匿名（8件） 147,000

合計 167,000

金銭の部【法人・団体】
ご芳名（順不同） 金　額

株式会社三煌産業安全協力会 550,000
イマイグループ安全衛生協力会 138,000
大井町ゴルフ協会　会長　仲井資具 50,000
トータルケアHARELU鍼灸院 5,000
一志株式会社　代表取締役　常次正弘 300,000

合計 1,043,000

物品の部【個人】
ご芳名（順不同） 預　託　品

山内　政道 車いす
西田　房美 車いす
匿名（4件） タオル・肌布団・バスタオル・お米45㎏

物品の部【法人・団体の部】
ご芳名（順不同） 預　託　品

明治安田生命京都支社亀岡営業部 タオル　123枚
つつじケ丘を美しくする会（代表：廣田　勇） チューリップ球根　50個
郵便局長夫人会亀岡部会 雑巾　65枚
一般財団法人　国際文教慈善基金会 薬用アルコール消毒ジェル　285ｍｌ×120本

総務課総務管理係
TEL 23-6711

○子どもたちの福祉教育や地域のための福祉講
座の開催

○ボランティアの担い手の養成・組織化

○相談事業・見守り訪問活動（1人暮らし高齢者、
要介護者の家族、ひきこもり、子育て家族、
虐待等）

○地域行事への参加・交流活動

○市内福祉施設との交流活動

○地域サロン活動の支援

☆飲料一本あたりの定額が社会貢献に寄付されます。
☆設置に必要な面積は約１㎡です。

市内設置場所（R4.5 月末現在）
・馬路町生涯学習センター
・ふれあいプラザ前
・東つつじケ丘ふれあいセンター
・保津町自治会
・サンガスタジアム	by	KYOCERA
・亀岡運動公園体育館 2F談話室
・保津川水辺公園

【自販機事業者：（株）伊藤園】

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！！

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！！

～24時間テレビ「愛は地球を救う」～
24時間テレビチャリティー委員会 
より福祉車両を寄贈いただきました

寄付金の一部を活用して車両を購
入させていただきました

～亀岡の地域福祉を支えるために～
自動販売機の売上の一部（寄付金）は、
地域福祉活動の充実財源として活用いた
します！！

上記 7ヶ所に設置している亀岡市社協寄付つき『ふくかめ
自動販売機』の令和３年度寄付金額は 184,969 円となりま
した。
コロナ禍により困窮された世帯への食料品等配付事業「ふく
かめスマイルフードプロジェクト」（令和 3年 12 月実施）
や災害時の積立として、活用させていただきました。

お問い合わせ

（敬称略）

ありがとう
ございます



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

　ガレリアの立地を活かし、4月はお花見、5月はバラ園
に出かけ、コロナウイルスの感染予防対策をしながら、
季節に合わせた様々なレクリエーションを行っていま
す。たくさんの利用者の方が四季を感じられ、笑顔にな

るような取り組みを提供できるよう
努めてまいります。

ガレリアかめおか
デイサービスセンター
ガレリアかめおか
デイサービスセンター

　お一人お一人に寄り添いなが
ら訪問させて頂き、明るく元気
なヘルパーがあなたの暮らしを
支えます！！

　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。
　お気軽にご相談ください。

TEL 29-2706お問い合わせ TEL 29-2707お問い合わせ

赤い羽根共同募金助成金を
活用しませんか？
　赤い羽根共同募金は、皆様からの募金を
活用し、亀岡市の方が安心して暮らせるよう
に「地域を知り、学び、ふれあい、支え合
う活動」に、助成を行っています。※詳細は
「交付のてびき」をご確認ください。

対象団体
亀岡市内の住民団体やボランティア
グループ・NPO・福祉団体など。
追加募集期間
　　令和4年7月1日(金)
　　　　　　　～ 8月31日(水)

お気軽にお問い
合わせください。
TEL 23-6711

申請書や交付のてび
きは亀岡市社協の窓
口で配布、ホーム
ページからダウン
ロードできます

　亀岡市子育て支援センターとファミリー・サポート・
センターは開館20周年を迎えました。
　これからもみんなが幸せに暮らせるために、何がで
きるのか？すこやかに成長された子どもたちと一緒に
考えながら、夏休みの楽しい一日を過ごしませんか？

日　時：令和 4 年７月31日（日）
　　　　〔午前の部〕10：00 ～11：30（要申込み）
　　　　「20 周年を祝う会」
　　　　〔午後の部〕13：00 ～15：00
　　　　「みんなで遊ぼう！20 周年ランド」

場　所：ガレリアかめおか響ホール、ふれあいプラザ　
内　容：「みんなで考えよう！親子で SDGｓ」クイズ大会、

おもちゃの病院、紙芝居、工作教室（協力：公益財
団法人京都SKYセンター）、ダンス、ファミサポコー
ナー、子育てサークルコーナー、パンとクッキーな
どの販売コーナー（募金百貨店プロジェクト）、小学
生ボランティアの遊びのコーナーなど

対象者：子育て中の人、子育て支援センター、ファミリー・
サポート・センターを利用した人、利用している人
ならどなたでも（活動有無は問いません）

＊コロナ感染症対策のため、人数制限をする場合があります。

� 亀岡市子育て支援センター　TEL 29-2710
� ファミリー・サポート・センター　TEL 24-9192

赤い羽根共同募金の助成を受けています

赤い羽根共同募金の助成を受けています

楽しいコーナーが
いっぱい！

みんな来てね！！

第３期かめおか地域福祉活動計画を
策定しました

『これまでも… これからも… 
　　すこやかに育て！ かめおかっこ』

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

開館20周年記念事業

お問い合わせ

TEL 29-2705

　国が示す「地域共生社
会」の理念や亀岡市が策
定した「第３期亀岡市地
域福祉計画」等を念頭に
置き、地域福祉課題への
長期的・継続的な支援を
実現し、亀岡市の住民誰
もが安心して暮らしてい
ける地域づくりを実現す
るため、「第３期かめお
か地域福祉活動計画」を
策定しました。

お問い合わせ



令和４年度の役員を紹介します＜敬称略　順不同＞

評議員 井内　邦典 谷口　　貢 木久　依子
尾松　大士 藤本　妙子 酒井　忠繁
服部　公子 中澤　　猛 山内　順子
櫻井　邦男 後藤　　隆 河井　久勝
法貴　良好 落田　敏子 小林　　仁 

（亀岡市社会福祉施設協議会）

小林　　仁 
（亀岡市自治会連合会） 松本　正廣 山田　恵子
湯浅　　豊 川勝　郁子 浦　　邦彰
廣瀬　照雄

評議員選任・解任委員 大谷　俊定 西﨑　　豊 中澤　敏次
櫻井　光子 高橋　依子 山本　淳仁

会長 木村　好孝
副会長  村　　満 中川　國彦
理事 松井やす子 中島三羊子

山内　節子 佐々木京子
林　　　昭 石倉　敬子
細見　玲美 木曽　布恭

監事 石山　耐子 西﨑　　豊
大石　慶明

顧問 桂川　孝裕 矢田　　勲

『フレイル判断基準』　・３項目以上該当：フレイル状態　・１～２項目該当：プレフレイル状態

　令和 4年 3月 31日をもって、「集めておくるボ
ランティア」でのプルタブ・プリペイドカードな
どのカード類の受付を終了いたしました。寄付に
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
以下の物品は、引き続き受付しています。

物　　品 期　　間
未使用切手　　書き損じはがき 令和４年４月１日（火）

以降も継続エコキャップ（ペットボトルのキャップ）
　※20Kgを超える場合は、要連絡。

お問い合わせ 地域支援課　TEL 23-6711
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亀岡市社会福祉協議会
中部地域包括支援センター
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案内図

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

facebook

地域 LINEホームページ

Instagram

亀岡市社会福祉協議会のホームページ・
地域 LINE・Facebook・Instagram

『フレイル』って何ですか？

『福祉』のいろは
『亀岡市 中部地域包括支援センター』

　福祉のことで、テレビや新聞・市役所のお知らせや福
祉のパンフレット・ガイドブック等に普段あまり聞き慣れ
ない“ことば”が使われていますね。「よくわからない」
そんな福祉の“ことば”をわかりやすく説明します。

『フレイル』とは・・・高齢になり心身のさまざまな機能が衰える状態です。英語の『Frailty(フレイル
ティ)』が語源で日本語に訳すと「虚弱」「老衰」「脆弱」などを意味します。ご自身で『フレイル』か
どうかを『フレイル基準』でチェックしてみましょう！

【フレイル基準】
□体重減少（６ヶ月で2㎏以上減）　　
□疲れやすい（何をするのも面倒だと週に３～４日以上感じる）　
□歩行速度（１秒間に１m未満）　
□握力低下（ペットボトルのふたが開けにくい）　
□身体活動量の低下（軽い運動・体操、定期的な運動やスポーツいずれも週１回未満）

　さて、皆さんはいくつの項目に該当しましたか？　
　（判断基準については、ページの下欄をご覧ください）
『フレイル』は早く気づき、治療や予防を行えば元の健康な状態に戻る可能性があると言われています。
　中部地域包括支援センターでは、フレイル予防・介護予防の講座・研修のご依頼をお受けします。
　申込、お問い合わせは下記までお願いします。

問い合わせ先　：　亀岡市　中部地域包括支援センター　　
TEL　�０７７１－２９－００１５　　FAX　０７７１－２９－００５０

　　　　　　e-mail　houkatu@fukukame-net.or.jp


