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　３月26日に開催された評議員会で、今年度の鶴岡市社会福祉協議会事業計画と予算が決定され
ました。

会費収入 22,174その他の収入 14,886
積立資産取崩収入 121,739

借入金償還補助金収入
35,447

寄附金収入 2,703
経常経費補助金収入
77,521
共同募金配分金収入
13,535

受託金収入 30,593

貸付事業等収入
4,416

事業収入 
9,956
予　
　

算

予　
　

算

予　
　

算

予　
　

算

予　
　

算
介護保険事業収入
2,061,416

老人福祉事業収入 15,059
児童福祉事業収入 203,441

保育事業収入
297,933

就労支援事業
収入 15,136

障害福祉
サービス等
事業収入
331,355

障害福祉
サービス等
事業収入
331,355

事務局 214,592
地域包括支援センター 85,024

暘光児童館 46,145
鶴岡南部児童館 62,984

鶴岡西部児童館 27,231
大山児童館 25,562
中央児童館 58,106

くしびき南部保育園 55,054
くしびき西部保育園
58,548
くしびき東部
保育園
63,847
くしびき保育園
104,898

事業推進課 24,196
生活支援課 32,850
鶴岡市ボランティアセンター 9,931
藤島福祉センター 21,008
羽黒福祉センター 23,525
櫛引福祉センター 19,285
朝日福祉センター 19,100

温海福祉センター 18,931
たかだて 110,722

とようら 108,666

はちもり 107,949

ふれあい 200,601おおやま
（特別養護老人ホーム

　　　　・短期入所センター）
607,372

おおやま（老人デイサービスセンター・居宅介護支援センター）
102,033くしびき 155,465

愛寿園 100,847

訪問介護事業所
273,140

ゆうあいプラザ
118,321

もみじが丘
42,131

障害者相談
支援センター
41,333

なえづ     
255,380

地域福祉課・鶴岡福祉センター 48,815

収 入
合計合計

3,257,3103,257,310千円千円
合計

3,257,310千円

支 出
合計合計

3,257,3103,257,310千円千円
合計

3,257,310千円

（単位：千円）

鶴岡地域生活自立支援センター 13,718
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予　
　

算

予　
　

算

障害福祉
サービス等
事業収入
331,355

合計
3,257,310千円

合計
3,257,310千円

　鶴岡市社会福祉協議会は本市における地域福祉推進の中核団体として、お互いにささえ合う安心した
暮らしと優しさを育む福祉のまちを創るため、住民の主体的参加と行政並びに関係団体等との協働によ
る「おだがいさまのまちづくり」を推進します。

事 業 計 画
　27年度は地域福祉活動計画の実施最終年次であることか
ら、これまで各地域で出された意見等を踏まえ、次の5年間
の計画を策定し、本市の地域福祉の進め方をより具体的に示
していきます。

○福祉コミュニティづくり事業
学区・地区社協に対する活動助成金の交付、学区・地区社協
連絡委員会の運営及び情報交換会、研修事業の実施により、
小地域福祉活動の基盤づくりを図ります。

○おだがいさまのまちづくり事業
誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けていくために、
支え合い・見守り等の福祉活動や地域課題の「発見と対応」
の仕組みづくりを支援し、住民主体の地域福祉活動の発展強
化を図ります。

　・ 福祉活動支援事業・地域福祉活動推進支援事業
　・ おだがいさまネット活動推進事業
　・ 人にやさしいまちづくり事業
　・ 地域支え合いプラン策定事業
　・ 地域福祉の担い手発掘・養成事業
　・ 福祉関係団体等助成事業
　・ 孤立しがちな人の社会参加支援事業
　・ 仲間づくり交流事業

○会食・配食・交流事業
コミュニティセンター、公民館単位で学区・地区社協などが実
施主体となり、各種交流活動による仲間づくりと見守り、生活
支援を図ります

○食の自立支援事業
援助が必要な在宅高齢者に栄養バランスの取れた食事を定期的
に提供します。

○福祉有償移送サービス事業
介護保険認定者、障害者手帳所持者で、公共交通機関の利用が
困難な方々に、福祉車両などにより通院や買物などの外出を支
援します。

○福祉ボランティアまちづくり事業
ボランティア活動のコーディネートが円滑に行えるよう、受入
側・活動側の養成を行うとともに、福祉の心を醸成するための
福祉教育を推進します。

○大震災等支援活動推進事業（県社協受託）
避難者支援では交流事業や相談支援を通し、より居住地域に馴
染むような支援を推進します。被災地支援では被災地の自主性
を尊重した支援を行います。

○地域福祉運営事業
　・「福祉のつどい」や各種研修会の開催
　・「鶴亀番付」の発行

○コミュニティソーシャルワーク実践者養成事業
日本地域福祉研究所の協力により、市・市社協職員等を対象と
して、コミュニティソーシャルワークを実践するための知識・
技能を習得する研修会を開催します。

○家族介護者交流激励支援事業（市受託）
○通所型介護予防事業（市受託）
○自立支援型デイサービス事業（市受託）
○共同募金配分金事業

　生活困窮者自立支援法の施行に伴い、自立相談支援事業
（県事業）を受託し、生活困窮者の自立に向けた個別支援事
業に取り組みます。さらに、日常生活自立支援事業と成年後
見制度による法人後見事業に一体的に取り組んでいきます。

○生活困窮者への相談支援対応の構築
相談窓口「くらしステーション」を鶴岡市役所内に設置し、生

活保護に至る前の段階の生活困窮者への自立支援の強化を図り

ます。

○成年後見制度の意識調査
成年後見制度の啓発活動を進めるとともに、総合的に事業を推

進するための意識調査を関係機関と協力し行います。

○生活福祉資金・たすけあい資金の効果的な貸付
生活困窮者への一時的な貸付けに止まらず、自立に向けた効果

的な貸付けに努めます。

○ふれあい福祉相談事業（年14回）
○日常生活自立支援事業
○権利擁護ネットワーク構築事業
○生活困窮者自立支援事業
○生活福祉資金貸付事業（県社協受託）
○たすけあい資金貸付事業

 利用者一人ひとりの生活の質を高めるため、心身状況を理
解・把握し、ケア関係者が共通の視点を持ち、その人らしい
生活を支援します。

○介護保険事業の安定的な運営
介護保険制度改正の内容を見極め、事業内容について見直し、

ニーズに合ったサービス提供ができるように検討します。

○在宅サービス事業
・通所介護事業　・訪問介護事業　・居宅介護支援事業
・訪問入浴事業　・短期入所事業

○入居サービス事業
・特別養護老人ホーム　・グループホーム

○受託事業
・通所型介護予防事業

○介護職員初任者研修
○生涯現役推進事業「なりげんき塾」
○社協専門職資質向上研修事業

 障がい者が住み慣れた地域で安心した日常生活を送ること
ができるよう、自立支援の視点を持ち、個別支援を充実さ
せ、社会参加を積極的に支援します。

○就労継続支援事業　○在宅支援事業

 27年度より施行される子ども・子育て支援新制度の動向を
見据えながら、子育て支援ニーズを的確に捉え、子どもの健
全育成を図ります。子どもに安全で安心な保育の場、遊びの
場を提供するとともに、保護者にとって有益な情報の提供や
気軽に育児相談ができる環境づくりを推進します。

○保育所運営　○児童館運営　○子育て広場運営
○学童保育所運営（放課後児童対策事業）

地

域

福

祉

事

業

生
活
支
援
事
業

高
齢
者
福
祉
事
業

児
童
福
祉
事
業

障
が
い
者
福
祉
事
業



4

みなさまのご厚志に心より御礼申し上げます。
（平成27年3月10日から～平成27年5月10日までのご寄付を掲載しています）


