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平成25年度
科目別
収入決算

収入合計　393,986,446 円
（単位：円）

介護保険収入, 170,154,322

雑収入, 1,260,828

経理区分間繰入収入, 
5,808,455

施設整備等寄付金収入, 
3,960,370

支出合計　393,986,446 円
（単位：円）

平成25年度
科目別
支出決算

ー

私的契約利用料収入, 
284,300

退職共済預け金収入, 
9,450,458

積立預金取崩収入, 
11,199,903

共同募金配分金収入, 
3,318,153

事業収入, 5,634,515

受託金, 81,477,989

補助金, 88,157,000

寄付金, 209,112

会費, 4,021,500

前期末支払資金, 9,049,541

善意銀行運営事業, 76,400

地域活動支援
センター事業,
23,842,000

共同募金配分金事
業, 4,703,397

居宅介護支援事業, 
29,734,463

訪問介護事業, 41,610,237

老人デイサービス事業, 
116 234 426, ,

福祉用具貸与事業, 
9,838,753

児童館管理経営,
27,816,206

保健センター
管理経営,

2,692,856

老人福祉センター管理経
営, 4,621,000

健康福祉セン
ター管理経営, 

4,220,000
地域福祉センター
管理経営 , 3,899,370

法人運営事業, 112,153,113

ボランティア
, 

2,777,189
センター事業

地域生活
支援事業,
5,380,440

日常生活
自立支援
事業, 

4,386,596

平成25年度

阿波市社会福祉協議会事業報告
及び一般会計収支決算

平成25年度

阿波市社会福祉協議会事業報告
及び一般会計収支決算

平成25年度

阿波市社会福祉協議会事業報告
及び一般会計収支決算

1．会務の運営
　①理事会・評議員会等の開催
　②会員会費募集
　③第 9 回社会福祉大会の開催
　④職員の資質向上
　⑤阿波市社協経営検討委員会の開催
　⑥過疎集落等自立再生緊急対策事業
　⑦小笠原文庫整備事業
　⑧集中豪雨災害支援活動
　⑨善意銀行の受託・払い出し
　⑩24時間テレビチャリティー委員会より福祉車輛の受贈
　⑪福祉バス貸出事業
　⑫指定管理施設の管理

2．総合相談支援体制の確立
　①日常生活自立支援事業
　②総合相談支援
　③民生委員児童委員との連携

3．地域におけるきめ細かな福祉活動の展開
　①地域生活支援事業の受託運営
　②地域福祉活動推進
　③地域福祉型福祉サービスの推進
　④地域福祉教育の推進
　⑤災害時に備えた要援護者支援体制づくりの整備
　⑥子育て支援活動の推進
　⑦広報・啓発の充実
　⑧共同募金運動の推進協力
　⑨阿波市ボランティアセンター事業
　⑩生活福祉資金制度の活用
　⑪地域福祉活動計画策定
　⑫福祉協力団体等との連絡調整

4．在宅福祉サービス
　①訪問介護事業（ホームヘルパー）
　②通所介護事業（デイサービスセンター）
　③訪問入浴介護事業
　④居宅介護支援事業
　⑤福祉用具貸与事業
　⑥地域活動支援センター事業

みなさまからご協力いただいた会費が地域福祉活動を

みなさまから
みなさまからご協力いただいた会費が地域福祉活動を

ダイヤモンド婚・金婚
該当者申請について該当者申請について
ダイヤモンド婚・金婚
該当者申請について

第10回 阿波市社会福祉大会
（平成26年10月25日開催予定）において
お祝いをさせていただきます

☆ダイヤモンド婚祝い該当者（婚姻年数60年）
　ご夫婦ともご健在で、昭和29年1月1日から昭和29年
12月31日の間に婚姻届出済みのご夫婦
☆金婚祝い該当者（婚姻年数50年）
　ご夫婦ともご健在で、昭和39年1月１日から昭和39年
12月31日の間に婚姻届出済みのご夫婦
　該当されるご夫婦は、社会福祉協議会本所・各支所にあ
ります申請用紙にご記入の上

10月1日（水）までに届けてください。
なお、７月１日発行の『広報あわ』折り込みにも申請用紙があります。

お問い合わせ
阿波市社会福祉協議会　本所　総務企画担当

㈹0883－36－5511

7月1日から8月末
（※年間を通じて募集しています。）

【お問い合わせ・受付】
社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会
本所（総務企画担当）㈹0883－36－5511

平 成 26 年 度

会員募集強化月間

阿波市社会福祉協議会
会員加入をお願いします

費が費が会費が
動をををを活 を福祉活域福 を

地域地域 動動をを
地 福祉活地域地域福祉活動を社会福福祉協協議会会社会福福祉協協議会会協議福祉社会会福祉協議阿波波市社阿波波市社波市阿阿波市社 会会議会
すますすすますすま加入をお願いしま加入ををお願願いいしまいお願入を しまをお願いし加入会員加会員員加会員加会員 すします

阿波市社会福祉協議会
会員加入をお願いします
阿波市社会福祉協議会
会員加入をお願いします
　阿波市社会福祉協議会では、平成26年度社協
会員会費の募集を、自治会を通じて全世帯にお
願いしています。
　社協会費は、地域福祉の推進や各種相談に関
すること、また情報発信など広く活用させてい
ただいています。
　よりよいまちづくりを目指し、会員への加入
にご協力くださいますようよろしくお願いい
たします。
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平成26年度
事 業 計 画
平成26年度
事 業 計 画
平成26年度
事 業 計 画
1．総合力強化のための組織経営改革（法人運営部門）
　本会事業の取り巻く現状は、ますます厳しさを増しています。安定的な社協経営を継続するため、法人経営基盤の見直
しに努め、阿波市社会福祉協議会としての「総合力強化」を目標に組織経営改革に積極的に取り組みます。
　2．総合相談支援体制の確立
　⑴　日常生活自立支援事業
　⑵　苦情解決機能の強化
　⑶　高齢者・障がい者・児童等に対する虐待防止活動の推進
　⑷　高齢者・障がい者を悪徳商法から守る取り組みの展開
　⑸　総合相談支援の充実 (ふれあい福祉センター事業）
　⑹　法人後見受任機関の設置
　⑺　民生委員児童委員との連携
　3．地域におけるきめ細かな福祉活動の展開（地域福祉活動推進部門）
　⑴　地域福祉活動計画策定
　⑵　地域福祉推進委員会の設置
　⑶　地域福祉型福祉サービスの推進
　⑷　地域たすけあい事業の実施
　⑸　ボランティア・市民活動の一層の振興
　⑹　障がい者の自立に向けた環境づくり
　⑺　地域福祉教育の推進
　⑻　災害時に備えた要援護者支援体制づくりの整備
　⑼　子育て支援活動の促進
　⑽　広報・啓発の充実
　⑾　共同募金・歳末たすけあい運動の推進
　⑿　福祉団体への支援
　⒀　生活福祉資金制度の活用
　4．地域福祉の視点に立った介護サービスの展開（在宅福祉サービス部門）
　⑴　在宅福祉サービス部門の機能強化
　⑵　介護保険サービス事業の経営
　⑶　介護認定訪問調査業務の受託
　⑷　障害者総合支援法による事業の推進
　5．その他、地域福祉推進及び本会の運営に必要な事業

　阿波市社会福祉協議会は、一人ひとりの地域住民の生活に目を向け、特に
制度では対応しづらい福祉問題を重視し、これを地域全体の問題としてとら
え、地域社会の中で解決策を考え、小地域福祉活動や在宅福祉サービスなど
の実践を生み出していきます。特に本年は、「阿波市地域福祉活動計画」を策
定し、「住民主体」の理念を貫き、地域福祉の充実に努めてまいります。

　阿波市社会福祉協議会は、一人ひとりの地域住民の生活に目を向け、特に
制度では対応しづらい福祉問題を重視し、これを地域全体の問題としてとら
え、地域社会の中で解決策を考え、小地域福祉活動や在宅福祉サービスなど
の実践を生み出していきます。特に本年は、「阿波市地域福祉活動計画」を策
定し、「住民主体」の理念を貫き、地域福祉の充実に努めてまいります。

　阿波市社会福祉協議会は、一人ひとりの地域住民の生活に目を向け、特に
制度では対応しづらい福祉問題を重視し、これを地域全体の問題としてとら
え、地域社会の中で解決策を考え、小地域福祉活動や在宅福祉サービスなど
の実践を生み出していきます。特に本年は、「阿波市地域福祉活動計画」を策
定し、「住民主体」の理念を貫き、地域福祉の充実に努めてまいります。

基本
方針

平成26年度
一般会計収支予算

収入合計　403,136 千円
（単位：千円）

平成26年度
科目別
収入予算

退職共済預け金返還金
収入, 27,796

障害福祉サービス等事業
収入, 3,965

介護保険収入, 177,171

事業収入, 828

受託金, 84,096

補助金, 91,863

寄付金, 100

会費, 4,880

積立資産取崩収入, 12,437

支出合計　403,136 千円
（単位：千円）

平成26年度
科目別
支出予算

地域活動支援センター事業, 20,979

善意銀行運営事業, 101

共同募金配分金事業, 
4,242

地域生活支援事業,
6,066

日常生活自立
支援事業, 

4,851

訪問介護事業, 42,361

居宅介護支援事業, 31,577

老人デイサービス事業, 
116,757

福祉用具貸与事業, 11,825

児童館管理経営, 29,837

保健センター管
理経営, 2,729

老人福祉セ
ンター管理
経営, 4,621

健康福祉センター管
理経営, 4,220

地域福祉センター管
理経営, 3,789

法人運営事業, 116,531

ボランティアセンター
事業, 2,650
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麻婆炊き込みご飯

　社協の総合相談支援対応力
向上事業東部ブロック合同模擬
訓練が 6 月29日藍住町福祉セン
ターで開催されました。当日訓
練のなかで行われたＴ級グルメ
大会（産地名品を使った災害時
に最小限の材料で炊飯袋を使用
した炊き出し）に19団体が参加
し、阿波市社会福祉協議会が優
勝しました。

の総合相談支援対応力

級グルメ大会
　社協の

向上事業東
訓練が 6月

社協の

級グT グルメ級グ
ティー

学び：「地域デビュー体験記」
講師　板東 文雄 氏

仲間づくり：ウインナーづくりに
　　　　　　チャレンジ！

団塊の世代の地域 デビュー 講座団塊の世代の地域 デビュー 講座団塊の世代の地域 デビュー 講座団塊の世代の地域 デビュー 講座
　平成26年 6 月 8 日（日）土成保健センターにて、「団塊の世代の地域
デビュー講座」が開催されました。
　この講座は、団塊の世代の方々が有する豊富な経験や知識などを地
域でのボランティア活動や社会貢献へ活かしていただくためのきっか
けづくりや仲間づくりの第一歩として開催されたもので、約20名の
方々が参加されました。

 0 才～未就学児
毎月第 2 ・ 4 月曜日  午前 9 時30分～午前11時30分
 1 人30円（保険料含む）
阿波市市場町興崎字北分60  市場総合福祉センター 2 階
0883－36－5511
☆おもちゃがたくさん揃ってます。
　みんなで楽しく遊びましょう！
　おもちゃの貸し出しもしています。
☆専門の先生による発達相談を行っています。

子育てサロン　ぱんだ
0才～未就学児学児

子育てサロン　ぱんだ
対象年齢
開 催 日
参 加 料
所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ

 0 才～未就学児
毎月第 1 ・ 3 水曜日  午前 9 時30分～午前11時30分
 1 家族100円（保険料含む）
阿波市阿波町久原36－2
阿波健康福祉センター　バーベナの里
0883－35－6033
☆お母さんたちとおはなししながら、季節の行事を
　取り入れています。
☆ 2 カ月に 1 回、フォトカレンダーを作っています。

対象年齢
開 催 日
参 加 料
所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

 0 才～未就学児
毎月水曜日（3～4回程度）  午前10時～午後 3 時
 1 人30円（保険料含む）
阿波市吉野町西条字大西102
吉野地域福祉センター　こすもす
088－696－2386
☆親子遊び、友達づくり、情報交換など
☆あったかい雰囲気で皆さんをお待ちしています。

対象年齢
開 催 日
参 加 料
所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

たんぽぽサロン
取り入

☆2カ月たんぽぽサロン

7周年を迎えました！7周年を迎えました！7周年を迎えました！

子育てひろば　ちょこ子育てひろば　ちょこ
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困ったとき困ったときはは　ふれあい福祉センタふれあい福祉センターー
●阿波市各種相談業務日程表（７月～９月）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

９　月８　月７　月開 催 場 所相 談 種 別
２日（火）５日（火）１日（火）吉野地域福祉センター

心配ごと相談
１３：３０～１６：００

９日（火）１２日（火）８日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー
１６日（火）１９日（火）１５日（火）市場総合福祉センター
２２日（月）２５日（月）２８日（月）阿波健康福祉センター
２４日（水）２６日（火）２２日（火）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１９日（金）１８日（月）２２日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー
８日（月）１１日（月）１４日（月）市場総合福祉センター
１６日（火）１９日（火）１５日（火）阿波健康福祉センター
１１日（木）合同相談日

２１日（木）
１０：００～１３：００
開催地　土成町

１０日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
結婚相談

１３：３０～１６：００ １８日（木）１７日（木）市場総合福祉センター
２６日（金）２４日（木）阿波健康福祉センター

－２８日（木）－吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

２５日（木）－１７日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
－１４日（木）－市場総合福祉センター

４日（木）－３日（木）阿波健康福祉センター
－１日（金）－吉野地域福祉センター

法律相談
１３：３０～１６：００
※事前に要電話予約

５日（金）－４日（金）土 成 保 健 セ ン タ ー
１８日（木）２１日（木）１７日（木）市場総合福祉センター
２６日（金）２２日（金）２５日（金）阿波健康福祉センター

８：３０～１７：００　　月～金　常時受け付け
市場総合福祉センター福祉・介護の相談
土 成 保 健 セ ン タ ー心の相談窓口

※会場等の都合により相談日の変更がありますのでご了承ください。
吉野支所 TEL ０８８－６９６－２３８６  FAX ０８８－６９６－５２９９　　土成支所 TEL ０８８－６９５－４８０２  FAX ０８８－６９５－４８０６
市場支所 TEL ０８８３－３６－５５１１  FAX ０８８３－３６－７０４０　　阿波支所 TEL ０８８３－３５－６０３３  FAX ０８８３－３５－６０４４

社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会
会長　鈴　田　孝　志

〒771-1622 　徳島県阿波市市場町興崎字北分 60
TEL：0883-36-5511　FAX：0883-36-7040
http://care-net.biz/36/awashishakyo/

行発

おしゃべり＆相談会おおおおおおおおおおおおししししししししししししゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃべべべべべべべべべべべべりりりりりりりりりりりり＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会おしゃべり＆相談会おしゃべり＆相談会 阿波市社会福祉協議会
善意銀行

●　7月　9　日（水）

●　8月13日（水）

●　9月10日（水）

●　7月9日（水）　●　8月13日（水）　●　9月10日（水）

※参加される方は、開催日の前日までに土成支所（☎088-695-4802）へ
　氏名・連絡先をお知らせください。

― 障がい者の心のケア ―
阿波市手をつなぐ育成会
主催

コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部主催
場　所　土成保健センター

時　間　10：00～12：00

参加費　会員無料　※会員外　100円 場　所　市場総合福祉センター

時　間　13：30～16：00

お気軽にご相談ください。

コココスモス成成年後見ササポートセンンター徳島島島県支部主催

成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会

ありがとうございました。
液晶テレビをご寄贈いただきました。
吉野地区傷痍軍人会　様
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