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福祉体験学習
平成25年度事業報告及び収支決算
トピックス
生活福祉資金等～教育支援資金～
社協からのお知らせ
善意のご寄附
弁護士相談等

考えてみること、

体験してみること、

そこにあるはず、

何か気づくことが
。
…

雲仙市立瑞穂中学校福祉体験学習より

13．歳末たすけあい事業
14．配食サービス事業
15．雲仙市地域福祉（活動）計画における
各種事業の推進
３．市受託事業を中心とした在宅福祉事業
の推進
１．施設管理運営
２．地域支援事業
・食の自立支援事業
（島原地域広域市町村圏組合、雲仙市）
３．日常生活自立支援事業の推進
４．介護保険事業、介護予防事業及び障が
い者総合支援事業の実施の実施
１．居宅介護支援事業・介護予防居宅介護
支援事業
２．通所介護事業・介護予防通所介護事業
３．訪問介護事業・介護予防訪問介護事業
４．障がい者居宅支援事業

平成 25 年度

事業報告
１．自主財源の確保と財政基盤の確保
１．財政基盤の充実と強化
２．組織機能及び各事務所の基盤強化
３．会費制度の充実及び自主財源確保
① 会員加入の状況
ⅰ一般会員数（個人）………10,157 世帯
ⅱ賛助会員数（個人）…………406 名
ⅲ特別会員数（団体等）…………25 団体
② 寄附金
ⅰ一般寄附…………138,423 円
ⅱ香典返し寄附…9,865,000 円
ⅲ見舞返し寄附……403,000 円

５．低所得者福祉対策の推進

２．地域福祉事業の推進

１．福祉資金貸付事業（雲仙市社協）
・貸付件数
…5 件（H25 年度）
・貸付金額
…380,000 円（H25 年度）
２．生活福祉資金等貸付事業（長崎県社協）

１．広報活動の推進
２．福祉相談事業
・弁護士相談
・心配ごと相談
３．寄附者返礼事業
４．福祉推進員活動助成事業
５．地域福祉活動振興事業
６．福祉用具等貸出事業
７．高齢者支援事業
・スポーツ大会等開催事業
・生きがいづくり事業
・福祉パトロール事業
・独居高齢者給食事業
８．障がい者支援事業
９．児童・青少年支援事業
・福祉体験学習支援事業
・福祉教育活動支援事業
・小学校卒記念品配布事業
・新入学児童黄色い帽子配布事業
10．母子・父子等支援事業
11．福祉育成援護事業
・地域交流スポーツ大会開催事業
・子育て等支援事業
・井戸端会議事業
・児童サマースクール事業
・寺子屋食育体験事業
12．ボランティア活動育成支援事業
・ボランティアセンター登録事業
・ボランティア講習会開催事業
・ボランティア育成事業
・ボランティア活動支援事業

・申請件数
…22 件
・貸付決定件数…20 件
・貸付決定金額…19,524,300 円
６．その他の事業等の実施
１．レンタカー事業
２．長崎県共同募金会雲仙市支会事務局
・赤い羽根共同募金
…8,063,836 円
・歳末たすけあい運動募金…14,142 円
・東日本大震災義援金
…320 円
３．日本赤十字社長崎県支部雲仙市地区事
務局
・日本赤十字社社資
…5,275,870 円
４．雲仙市戦没者慰霊奉賛会事務局
・長崎県戦没者慰霊奉賛会奉賛金
…734,070 円
５．各町民生委員児童委員協議会事務局
６．雲仙市老人クラブ連合会及び各町老人
クラブ連合会事務局
７．雲仙市ボランティア連絡協議会事務局
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平成 25 年度

収支決算
収入合計：８１６，５０２，０６４円

◆ 収入の部（単位：円）

￥
会

費

5,754,701

寄附金

共同募金
助成金

10,406,423

6,111,422

補助金等

介護事業

事業収入

113,979,350 329,863,970

9,736,794

その他
（会計内移動他）

前年度
繰越金

194,305,734 146,343,670

〔会費収入〕
住民主体の原則のもと、社会福祉協議会が各種事
業を行うために大切な自主財源のひとつです。福祉
のまちづくりに活用されています。

〔介護事業収入〕
居宅介護支援事業等・通所介護事業等・訪問介護
事業等・障がい者居宅介護支援事業の介護報酬及び
利用者負担金、障がい者居宅介護給付費等です。

〔寄附金収入〕
皆さんからお寄せいただいた香典返し寄附金等は、
会費と同様に社会福祉協議会が行う事業のために重
要な役割を占めており、会費と一緒に活用されます。

〔事業収入〕
食の自立支援事業等の利用料、下峰児童館・木場
保育所会費等、福祉サービス利用援助事業利用料、
自動販売機設置手数料等です。

〔共同募金助成金収入〕
皆さんからお寄せ頂いた赤い羽根共同募金の約
75％、歳末たすけあい募金の全額が次年度に社会福
祉協議会に助成され、事業活動に活用されます。

〔その他の収入〕
社会福祉協議会が事業を行うために経理区分間で
予算を動かす必要がある、会計内での収入や、預金
利息等です。

〔補助金・受託金・助成金等〕
雲仙市からの補助金・助成金・受託金、島原地域
広域市町村圏組合からの受託金、長崎県社会福祉協
議会からの受託金です。

〔前年度繰越金〕
「前期末支払資金残高」とも表し、平成２３年度か
ら平成２４年度への繰越金です。平成２４年度の事
業の中で活用されました。

￥

支出合計：８１６，５０２，０６４円

◆ 支出の部（単位：円）

￥
補助・受託
事業等

共同募金
助成金事業

地域福祉
事 業

福祉資金
貸付事業

介護事業

208,860,653 69,895,863

6,742,768

17,402,515

380,000

345,996,412

法人運営

3

その他の
支 出

次年度へ
繰越金

10,941,833 156,282,020

〔法人運営〕
社会福祉協議会を運営していくための基本的な支
出です。人件費等、本部事務所及び各事務所で事業
を行うのための事務費、広報誌の発行等です。

〔福祉資金貸付事業〕
低所得等の世帯を対象として、経済的自立及び生
活意欲の助長を図ることを目的として、無利子で福
祉資金を貸し付けています。連帯保証人が必要です。

〔補助・受託事業等〕
食の自立支援事業、福祉サービス利用援助事業、
また指定管理施設の受託を受けて行う指定管理施設
の管理運営、生きがいづくり事業等です。

〔介護事業〕
居宅介護支援事業・介護予防居宅介護支援事業、
通所介護事業・介護予防通所介護事業、訪問介護事業・
介護予防訪問介護事業、障がい者居宅支援事業等。

〔共同募金助成金事業〕
共同募金の助成を受け行う事業で、『新入学児童黄
色い帽子配布事業』をはじめ、高齢者・障がい者・児童・
母子等福祉活動事業を行いました。

〔その他の支出〕
積立預金積立支出等、社会福祉協議会で事業を行
うにあたり必要なその他の支出です。

〔地域福祉事業〕
皆さんからお寄せ頂いた会費及び寄附金等で、『高齢
者スポーツ大会』や『雲仙市社会福祉大会』、『弁護士
相談』等全ての市民を対象とした事業を行いました。

〔次年度へ繰越金〕
「当期末支払資金残高」とも表し、平成２４年度か
ら平成２５年度への繰越金です。平成２５年度の事
業の中で活用されます。
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千々石事務所
高齢者ペタンク大会

５

小浜事務所

29

にじとぴ
（土）

高齢者グラウンドゴルフ大会
５月 日 、小浜マリンパークにおいて、
高齢者グラウンドゴルフ大会を開催しまし
た。
この事業は、小浜町老人クラブ連合会と
の共催で、雲仙市グラウンドゴルフ協会の
協力を得て毎年開催しています。
この日は 名の方が参加し、日頃の練習
の成果を発揮されました。
この大会で上位 名に入賞された方は、
雲仙市老人クラブ連合会が主催するグラウ
ンドゴルフ大会へ小浜町代表の選手として
出場される予定です。

６月 日 、千々石町上山公園において、
高齢者ペタンク大会を開催しました。
「ペタンク」簡単に言うと氷上ではなく地
上で行うカーリングで、古くはフランスで
誕生した、小学生から高齢者の方まで誰で
もどこでも楽しめるスポーツです。
今大会、千々石町老人クラブ連合会との
共催で開催し、 名の方が参加されました。
一見地味なスポーツですが、実際プレイ
してみるとこれがなんと面白い！ 当日は
選手もギャラリーもナイスショットが出る
と歓声があり、楽しい大会となりました。
今大会上位チームは、９月に開催される
ペタンク交流島原ブロック大会に出場され
る予定です。

90

愛野事務所

17

（木）

113

高齢者グラウンドゴルフ大会

ナイスショット！

５月 日 、愛野小学校グラウンドにお
いて、高齢者グランドゴルフ大会を開催し
ました。 愛野地区では、老人クラブ会員
を中心に毎月一回グラウンドゴルフ練習日
を設け、健康維持と親睦を深めるために活
動されています。
当日は 名の参加があり、皆さん日頃の
練習の成果を発揮され、例年より多くの方
がホールインワンを達成されました。最高
３回の記録を出された方もおられました。
拍手と笑い声が響き渡る、和やかな大会と
なりました。
39
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生活福祉資金

教育支援資金のご案内
教育支援資金
教育支援資金は、低所得世帯を対
象とし高等学校・高等専門学校・専
修学校・短期大学・大学へ進学する
際に必要な経費及び在学中に係る諸
経費等として借りることができる資
金です。就学に際し、授業料・生活費・
交通費等に必要な費用としての教育
支援費、入学に際し、準備等に必要
な費用としての就学支度費の２つが
あります。

貸付対象世帯
低所得世帯（所得基準は各世帯構
成によって異なります。）

～教育支援資金～

貸付限度額
○教育支援資金
・高校…月額 35,000 円以内
・高専…月額 60,000 円以内
・短大…月額 60,000 円以内
・大学…月額 65,000 円以内
○就学支度費
・全ての対象就学先において
500,000 円以内

据置期間
卒業後６ヵ月以内

貸付利子
無利子

借受人
就学する者

連帯借受人
就学する者の属する世帯の世帯主
（親権者）

申込に必要な書類
○生活福祉資金借入申込書（所定）
○世帯全員証明の住民票
○世帯で収入のある者全員の所得証明書等
○合格通知書、入学許可書、在学証明書等
○長崎県育英会、日本学生支援機
構奨学金非該当証明書等
○連帯保証人の所得証明書等
○就学支度費の使途内訳が分かる資料
○長崎県育英会及び日本学生支援
機構の奨学金を受けており、不
足分を教育支援費で申し込む場
合は、必要使途経費の内訳が分
かる資料
＊上記の書類以外に場合によっては
追加資料の提出をお願いする場合
があります。

他制度優先の原則
他の公的制度（母子寡婦福祉資金・
奨学金等）の活用が優先となります。
対象とならない経費もありますの
で、詳しくは雲仙市社会福祉協議会
各事務所までお早めに相談ください。

償還期間
据置期間後１０年以内

申請から
送金までの流れ

◎ 申請（必要書類を添えて
雲仙市社協各事務所まで）

↓
○雲仙市社協から県社協
へ書類の送付
↓
○ 県社協で貸付審査・決定

↓
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○ 県社協から雲仙市社協へ決
定通知・借用書等の送付

↓
○決定通知・借用書を借
入申込人へ
↓
◎ 雲仙市社協へ借用書等提出
↓
○雲仙市社協から県社協
へ借用書等の送付
↓
○県社協が借用書等受理
後指定口座へ送金
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社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会からのお知らせ

Information of
UNZEN CITY COUNCIL OF SOCIALWELFARE
平成 26 年度

介護支援専門員実務研修受講試験のご案内

受験には一定の実務経験が必要です。『受験の手引』またはホームページでご確認ください。
試験
『受験の手引』（受験申込書類等）
○日時：平成 26 年 10 月 26 日（日）10:00 ～
○請求受付期間：平成 26 年 6 月 16 日（月）～ 7 月 24 日（木）
○会場：長崎外国語大学ほか計 5 会場
○請求方法：「ホームページ」（パソコン・携帯電話からアクセス可）
○受験申込期間：平成 26 年 7 月 1 日（火）
もしくは「はがき」にて、下記試験事務室までご請求
～ 7 月 31 日（木）
ください。
（当日消印有効）
○販売価格：1 冊につき 800 円（消費税・送料等含む）
※ 詳細は『受験の手引』でご確認ください。
試験並びに『受験の手引』についてのお問い合わせ先
長崎県社会福祉協議会 試験事務室
〒852-8555
長崎市茂里町 3 番 24 号 電話：095-894-4032
試験情報ホームページアドレス http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp

24 時間テレビチャリティー募金 37

募金会場開設のお知らせ

平成２６年度

雲仙市社会福祉協議会

会費募集のお願い
みんなで創ろう 雲仙市の福祉！
『社会福祉協議会』がすすめる会員制度は、社協の原
則である住民皆さまの自主的な参加と協力により、共に
生き、支え合い、全ての人が安心して暮らせる街づくり
のための自主財源の確保、増強を図ることを目的とする
制度です。
皆さまからご協力いただきました会費は、弁護士相談
をはじめとする各種地域福祉やボランティア活動の推進
など、福祉のまちづくりに活用させて頂きます。

「24 時間テレビチャリティー募金 37」の
募金会場を開設します。日時及び場所は下
記の通りです。
日時：平成 26 年 8 月 31 日（日）
午前９時～午後５時
場所：雲仙市社会福祉協議会本部事務所
854-0302
長崎県雲仙市愛野町乙 1736 番地 3
〔地図〕
募金会場
愛野小学校 愛野町公民館

○

■

○

←吾妻方面
雲仙市商工会

○

○ Aｺｰﾌﾟ
ビッグキッチン

千々石方面→

←諫早方面

【募金箱の設置】
雲仙市社会福祉協議会各事務所において、
下記の期間募金箱を設置しています。
平成 26 年 8 月 25 日～平成 26 年 9 月 5 日

〔会費の種類〕
◎ 一般会費（１口５００円以上）
各家庭の皆さまを対象とする会費です。
◎ 賛助会費（１口１，０００円以上）
個人の皆さまを対象とする会費です。
◎ 特別会費（１口５，０００円以上）
会社・法人・事業所・団体等を対象とする会費です。
共同募金通信第 9 号『AHB75』解答

オセイボ オモテナシ
ト カラスミ コグン
ドアホン キチ リ
ケカ テツ ヤキガイ
サイガイジュンビキン
キハ アド ポス ド
ネツ ウカン ア
アボガド イマデシヨ
シキイ フランシスコ
ゲン ニグン オトク
〔こたえ〕
トドケヤサシイキモチ
（届け優しい気持ち）
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CONTRIBUTION

善意の御寄附
平成二十六年四月十一日
～平成二十六年六月十日
皆様から寄せられました寄附金
は、各事務所（各町）における福
祉事業に活用させて頂きます。

ご逝去された方々のご冥福をお
祈りいたしますとともに、ご遺族
のご厚情に対しまして心より感謝
申し上げます。
なお、個人情報保護法に基づき、
同意を頂いた方のみ掲載しており
ます。
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Lawyer consultation

弁

護士相談開催日程

『弁護士相談』では、相続・離婚・金銭トラブルなど生活上の法律問題について、弁
護士が「無料」で相談に応じます。皆様の秘密は守られます。お気軽に相談下さい。

開 催 日
７月１０日（木）
７月３０日（水）
８月２０日（水）
９月 ４日（木）
９月１７日（水）

開 催 場 所
相 談 員
小浜老人福祉センター
湯川優子 先生
愛野保健福祉センター
春明航太 先生
吾妻就業改善センター
鈴木裕子 先生
南串山保健福祉センター
山下雄一 先生
国見総合福祉センター
鈴木裕子 先生
開催時間 13:30 ～ 17:00
弁護士相談の先生の紹介
◎ 森本 精一 先生
湯川 優子 先生
山下 雄一 先生
春明 航太 先生
『森本綜合法律事務所』
諫早市高城町５番１０号 諫早商工会館４階
◎ 鈴木 裕子 先生
『大村さくら法律事務所』
大村市東本町 274 番地 3 八幡ビル 2 階
開催場所略地図
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愛野小学校 愛野町公民館
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雲仙市役所

←諫早方面

南串山保健福祉センター

吾妻駅

ハマユリックス
ホール

○

１．予約制となっていますので、
本部事務所まで事前に必ず電
話でご予約の上、ご来所くだ
さい。ご予約の際に、氏名・
連絡先・簡単な内容・相手方
等を聞かせて頂きます。
（本部事務所 0957-36-3766）
２．相談は、１件（１組）３０分
以内とし、１日に７件（７組）
までとなります。
３．弁護士が抱える案件により予
約を受け付けることができな
い場合があります。
４．都合により、相談員等が変更
になる場合があります。
５．開催時間は、午後１時 30 分
から午後５時までです。

愛野保健福祉センター 吾妻就業改善センター

小浜老人福祉センター

小浜消防署

弁護士相談に関する注意事項

島原方面→

○
吾妻体育館

←諫早方面

←南島原方面

■○

国見町総合福祉センター

■
まほろば ○

今年も梅雨入りしましたね。家
の周りの田んぼにも水が入り、無
事に田植えが終わったようです。
それに伴い、元気になったのが
カエル。毎夜大合唱です。静かな
夜中にこの大合唱を聞いていると
一匹一匹鳴き声泣き方が違うんで
すね。やはりカエルにも個性があ
るんですね。これからおたまじゃ
くしの成長も観察できますね。子
どもたちも大喜びでしょう。観察
は良いけど、捕まえてこ
ないように言っておかな
いと家の中がカエルだ
らけになっちゃうよ。

にじ

社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会

会費・寄附金により作成しています」

「この広報誌は、皆様から寄せられました

※毎号綴じていただければ幸いです。

編集発行 社会福祉法人

雲仙市社会福祉協議会

〒854-0302 雲仙市愛野町乙1736番地3
TEL 0957-36-3766 FAX 0957-36-3768
http://unzenshakyo.net
第６２号 E-mail main@unzenshakyo.net
雲仙市社会福祉協議会

○

←島原方面

国見総合支所

諫早方面→

皆さまよりお寄せいただいた赤い羽根共同募
金がどのように活用されているかをインター
ネット「赤い羽根データベスはねっと」を通じ
てご覧頂くことができます。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do
身近なところで赤い羽根は活用されています！
平成２６年７月1日発行
国見事務所
瑞穂事務所
吾妻事務所
愛野事務所

TEL
TEL
TEL
TEL

0957-78-0596 千々石事務所 TEL 0957-37-2755
0957-77-3670 小 浜 事 務 所 TEL 0957-75-0621
0957-38-3511 南串山事務所 TEL 0957-88-2143
0957-36-0071

