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ΒΑβȜΑ
ঊπ΄͂΅Λ

ࣞࢷδρϋ
Ξͻͺ͂ڠ
͌ͧ͊́ঊ֗̀έςȜζȜΉΛΠಎ

ȁȶ˪ˬ˫༹૽ྶ͈̹͇ȷ͉́ौාഽȂވ൳༡߄
߄ͬڰဥ̱ȶ౷֖ఉଲయၠġႋ͈̤̻͊ͭ͝
̻মުȷͬঔ̱̱̹͘ȃ
ȁ̭͈মު͉Ȃঊ̓͜Ⴒ͈ͦঊͬಎͅȂఉଲ
య̦൳̲ߗ֚́ۼͅڰ൲̧́ͥܥٛ͂ા͈ރ
ͬ࿒എ̱̤͂̀ͤȂ̤̲̞̻ͭ͝Ȇ̤̜̻͊ͭ͝
̧̧̞̞͂͜ఘௌ͞π΄ȂέςȜζȜΉΛΠ̈́̓
͈ၠڰ൲̦̭̱ͬͧ͂ͥ͛ڢඅಭ̢̞̳͂͘ȃ
४༷̹̱حș̥͉ͣȶ̞ͧͭ̈́ଲయ̭͂͂ͥͩ۾
́Ȃঊ͈֗̀ේ͙̦ક̢̞̹̀̽ȷ͈̦̈́̓ܙ
̵ͣͦȂఱ་̳̞̀ͦ͊͘ܔȃ
ȁ˪ˬ˫༹૽ྶ͈̹͇͉Ȃݰಿઔൺͬ܁ȶঊ

֗̀؊͊ͧ͌׳ȷ̱͂̀ڰ൲̱̞̳̀͘ȃయນၑ
ম͈չგ̯͉ͭȶঊ֗̀ͅΣΛΙ͜ΛΙ͜
̴̞̥̹ࣾ̽জ̹̻Ȫζζ̹̻ȫ̦Ȃ২͈ٛΣΛ
ΙȪࠤ ۼȫͬ  Λ ΙȪख़ ȫ̱ ̀ȶࣾ ̽ ̹ȷͬ ٜ
ક̧̱̞̹̞̀ȷ͂ྶ͈̹͇͈ၛષ̬ͅঢ̹̽
ே̞ͬდ̱̩̺̯̞̱̹̀͘ȃ
ȁఈ͜ͅȂ
ȶઃඤ౷֖ঊ֗̀ૂ༭ͼΠ˰˫˩˫˪˥ȷ
͈͞אȶհΦȜΠ˰˫˩˫˪˥ȷͬঀ̹̽ঊ
ཡबอমުȂȶঊ֗̀ଲయͬ؊‼׳ుম
ުȷ̈́̓Ȃঊ֗̀ଲయ̦౷֖̞ͧͭ̈́͞૽̢͈
̲̦ͬۜ̈́ͣհ̱̀ঊ̧֗̀́ͥ২ٛͬ࿒ঐ̱
̀ڰ൲ͬജٳಎ̳́ȃ

೧ؖঌ২ٛছ݈ފٛ

事業計画と予算

平成28年度

３月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承認されました。
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鶴岡地域生活自立支援センター 13,970

くしびき西部保育園
58,411
くしびき東部
保育園
68,941

障害者相談
支援センター
41,485
もみじが丘
41,484
ゆうあいプラザ
113,553
訪問介護事業所
262,409
愛寿園 99,258
くしびき 158,063

支 出

保育事業収入
301,074

なえづ
231,571

合計

3,255,037千円
おおやま
（特別養護老人ホーム
・短期入所センター）
611,106

とようら 113,342
はちもり 110,789

ふれあい 203,584

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）
102,142

会費収入 22,265
寄附金収入 3,225
経常経費補助金収入
72,397
共同募金配分金収入
13,609
受託金収入 29,268
貸付事業等収入
4,349
事業収入
10,047

収 入

算

くしびき保育園
103,596

事務局 216,206
その他の収入 14,311
地域福祉課・鶴岡福祉センター 48,583
積立資産取崩収入 25,525
事業推進課 24,391
借入金償還補助金収入
生活支援課 33,274
20,563
鶴岡市ボランティアセンター 6,979
就労支援事業
藤島福祉センター 21,018
収入 15,241
羽黒福祉センター 22,388
櫛引福祉センター 19,526
障害福祉
朝日福祉センター 19,700
サービス等
事業収入
温海福祉センター 21,510
348,900
たかだて 104,295

予

地域包括支援センター 91,347
暘光児童館 49,518
鶴岡南部児童館 65,802
鶴岡西部児童館 26,623
大山児童館 27,340
中央児童館 60,664
くしびき南部保育園 62,169

合計

3,255,037千円
介護保険事業収入
2,139,263

老人福祉事業収入 15,246
児童福祉事業収入 219,754

（単位：千円）
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事業計画
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。
新たに策定した地域福祉活動計画に基づき、計画実施

日常生活自立支援事業や法人後見など様々な支援をと

の初年度として、時代の変化に伴う新たな地域課題・生

おして権利擁護活動を推進していきます。27年度より受

活課題に対応するための取組を、行政や関係機関、団体

託した「生活困窮者自立相談支援事業」（県・市受託）

等と協力し計画的に推進します。

については、市と事業実績の検証を行い、任意事業（就
労支援や学習支援等）の検討を進めるとともに、民間企

○福祉コミュニティづくり事業

業とのネットワーク構築に努めていきます。

学区・地区社協に対する活動助成金の交付、学区・地区社協
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
小地域における見守り・支え合いなど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、住民主体の活動
を強化し、地域力の向上を図ります。
・ 福祉活動支援事業・地域福祉活動推進支援事業

地 域 福 祉 事 業

・ おだがいさまネット活動推進事業
・ 地域福祉の担い手発掘・養成事業

生活支援事業

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、

・ 福祉関係団体等助成事業

支援を図ります。

○食の自立支援事業（市受託）
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

通機関の利用が困難な方々に対して、福祉車両により通院など

○コミュニティソーシャルワーク実践者養成事業
○家族介護者交流激励支援事業（市受託）
○介護予防地域密着型デイサービス事業（市受託）
○共同募金配分金事業

援します。

○介護保険事業の安定的な運営
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、
利用者の自立した生活を支援します。
・在宅サービス事業
通所介護事業

訪問介護事業

訪問入浴事業

短期入所事業

居宅介護支援事業

・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

○独自事業
・介護職員初任者研修
・生涯現役推進事業「なりげんき塾」

昨年度施行された子ども・子育て支援新制度、及び鶴岡市

・社協専門職資質向上研修事業

の子ども・子育て支援事業計画を踏まえ、多様化する子育て
支援ニーズを的確にとらえながら、子どもや保護者にとって
安全で安心な子育て環境づくりを推進し、子どもの健全育成
を図ります。

○保育所運営 ○児童館運営 ○子育て広場運営
○学童保育所運営（放課後児童健全育成事業）

障がい者福祉事業

児童福祉事業
3

を実現するために、利用者の視点

持ち、心身状況を理解しながら、一人ひとりの生活を支

高齢者福祉事業

・「鶴亀番付」の発行

個人の権利を擁護するとともに、後見業務を実施している受任

に立ったニーズ把握を行い、ケア関係者が共通の視点を

○福祉ボランティアまちづくり事業

・「福祉のつどい」や各種研修会の開催

成年後見制度による後見人となり、財産管理や身上監護を行い

その人らしい生活

の外出を支援します。

○地域福祉運営事業

○権利擁護ネットワーク構築事業

ます。

要介護等認定者、身体障害者手帳・療育手帳所持者で、公共交

鶴岡市に避難している方々へ、交流事業や相談支援を行います。

を行います。

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

○福祉有償移送サービス事業

○大震災等支援活動推進事業（県社協受託）

い者等の方々へ、福祉サービスの利用や日常的金銭管理の援助

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

に提供します。

ネットワークづくりを進めていきます。

判断能力が十分でない認知症高齢者や知的障がい者、精神障が

○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
○鶴岡地域生活自立支援センター
「くらしステーション」（県・市受託）

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

害ボランティアセンターが円滑に運営できるよう、関係機関と

（予約制）を年14回開催します。

○日常生活自立支援事業

努めます。

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

祉学習の推進を図ります。また、本市で災害が発生した際、災

福祉全般に関わる常設相談を実施するとともに、無料法律相談

団体とネットワークの充実を図り、成年後見制度の普及啓発に

○会食・配食・交流事業

ボランティア活動のコーディネートや講座・研修会の開催、福

○ふれあい福祉相談事業

誰も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、障がい者の個別支
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 ○生活介護事業
○自立訓練事業（生活訓練） ○日中一時支援事業
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作業所月山
車両整備事業終了のお知らせ
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みなさまのご厚志に心より御礼申し上げます。
（平成28年3月6日から〜平成28年5月2日までのご寄付を掲載しています）

ɚ๊֚২ٛছমު͒
ɝ೧ؖছΓϋΗȜ͒

Ȇ೧ؖঌၛֵࣱలඵࢷڠġ۪ޏտ֥ٛġအġ ĵĭııı

ɚ͉̻ͤ͒͜

ɝأ٬ছΓϋΗȜ͒

Ȇനȁࡐġအġ

εȜΗήσΠͼτĲర

Ȇႝ࿐ȁဢঊġအġ

Ķııĭııı

Ȇ႖ஂࢌٛġအġ

Ĵıĭııı

ɚأ٬ΟͼȜΫΑΓϋΗȜՔ͒

Ȇౘئȁ̵̞ঊġအġ

Ĳııĭııı

Ȇحȁ౺ġအġ

Ĵıĭııı

Ȇඁྴġ

ĳıĭııı

Ȇඅא၌ڰ൲༹૽ġ५ࠁ૽ࡀέȜρθġအ

ɚུఱૼब͈ඳ৪׳মު͒

ɚ೧ؖঌ̠̜̞͠ίρΎ̥̹̪ͥ͒͘

ġ

Ĳııĭııı

Ȇ२ଳ౷ߊুহٛġအȂᘚ૰২ঙঊٛġအġĳĸĭĶĲı

ȆͼϋςΞȜσԺȂͼϋκȜσ२ഝġအ

Ĵıĭııı

ȆŔőŔİġŔűųŪůŨġőŢųŬġŔŦŴŴŪŰůġအġ ķĭĳĵı

ġ

ɝֵࣱছΓϋΗȜ͒

ɚࣞႢ৪ছΓϋΗȜ̤̤͒͘͞

ȆζΛ·ΑΨςν೧ؖධഝġအ

Ȇ܃५ȁგ݅ġအġ

Ȇઐாȁგঊġအġ

ȁڰဥķıതȪΞͻΛΏνβȜΩȜȂΠͼτΛΠβȜΩȜȂस൝કȫ

ȆΣνȜͼΑظာٛġအġ

ࣞႢ৪ဥ̤͚̾൝֚

ĵĭķıĲ

ੰܥȂΡρͼμȜঀ̞̀ζΑ·Ķത

లķĵ 
଼ĳĹාķĲอ࣐
อ࣐໐ତȁĵĹĭĹıı໐

4

