
　福井市社協では、快気祝いや香典返し、記念日など、善意のご寄付をお待ちして
います。お寄せいただいた浄財は、ボランティア活動の推進や、各種社会福祉事業
などに活用させていただきます。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

　社会福祉協議会の事業・活動の財源は行政からの補助金、委
託金、共同募金会の助成金などがありますが、民間の福祉団体
として自主的な事業活動を進めていく上では、市民の皆さまか
らの会費が貴重な財源となっています。
　本年も５月から７月にかけ、一般会員、賛助会員および特別
賛助会員のご加入をお願いします。福井市内の見守りや支え合
い、地域福祉活動のさらなる推進のため、市民の皆さまのご理
解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

あらゆる世代が気軽にボランティア活動に興味をもち、参画
できるように総合的な情報を提供します。
・ ボランティア活動についての相談、調整、
　支援、広報
・ 各種ボランティア講座の開催と交流会の開催
・ 地域ぐるみでの福祉教育の推進
・ 企業やＮＰＯとの連携 など

平成２６年度に市社協が取り組む主な事業
ボランティア活動の推進 高齢の方々への支援

認知症高齢者など判断能力の不十分な方々を対象に契約に基
づき生活支援員を派遣し、福祉サービスの利用手続きや日常
の金銭管理を支援します。
・ 日常生活自立支援事業

援護を必要とする方々への支援

障害者生活支援センターを中心に、障がいがある方やその家
族が、住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう支援しま
す。
・ 福祉サービスの利用援助
・ 健康、介護、福祉などの相談
・ 中央いきいきサロン、
　さわやかサロンの開設
・ ピアカウンセリング
・ サービス等利用計画の作成
・ 基幹相談支援センターの運営
　　　　　　　　　　など

障がいがある方々への支援
市内の児童館を拠点に子どもたちの健全育成事業に取り組み
ます。（0～ 18歳までの児童を対象にしています）
・ 児童館の管理・運営（28館）
・ 放課後児童会の運営（27会）
・ 乳幼児を持つ親子を対象とした子育てひろば
・ 地域子育て支援拠点事業 (赤とんぼ )の実施

子育て家庭への支援

失業者世帯などに対する総合
支援資金や生活福祉資金貸付
制度についての相談をお受け
します。

失業者・低所得世帯への支援
市内４９地区の地区社協を中心に住民の方々と協働で
地域の支えあいによる見守り活動や予防的福祉活動を推進します。
・ 見守り支援、福祉委員活動　・ ふれあい福祉まつり
・ 地域福祉活動推進会議　　　・ あったかメッセージカード
・ 食事サービス事業　　　　　・ 自治会型デイホーム事業 など

各地区での福祉活動の推進

皆さまの会員会費が市社協活動を支えています皆さまの会員会費が市社協活動を支えています 寄付・寄贈・預託　ご協力ありがとうございました寄付・寄贈・預託　ご協力ありがとうございました

● 一般会員（世帯）会費････ １世帯　350円
　自治会を通じて、各世帯にお願いするものです。
　
● 賛助会員（個人）会費･････１口　1,000 円
　各地区社協を通じて、社協事業に賛同して
　くださる個人にお願いするものです。
　
● 特別賛助会員（法人・事業所）会費
 ････････････････････････ １口　10,000 円
　市社協役職員が訪問等により、社協活動に賛同して
　くださる法人・事業所にお願いするものです。

地区社協活動への助成（49地区）･･････････16,378 千円
食事サービス事業の充実のために ･･･････････ 2,040 千円
地域福祉活動推進のために ･･･････････････････659 千円
自治会型デイホーム事業の充実のために ･･･････974 千円
市社協運営のために　 ････････････････････10,120 千円
日常生活自立支援事業の充実のために ･･･････ 1,783 千円
広報紙「まごころ」の発行に ･･･････････････ 3,351 千円
ボランティア活動の推進のために ･････････････454 千円
市民福祉大会の開催 ･････････････････････････473 千円
小地域ふれあい福祉まつりの充実のために ･････187 千円
福祉団体への助成 ･･･････････････････････････895 千円
県社協会費他 ･････････････････････････････ 2,686 千円

♡増田公認会計士事務所 ･･････････････････ タオル 2箱
♡福井県遊技業協同組合 ･･･ 飲料 4,209 本（平成25年度）

♡海道　幸子　　　　　♡増田公認会計士事務所
♡越廼児童クラブ　　　♡西澤　喜代子

※本会への寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。

力を合わせて　地域福祉で　　　安心して暮らせる　まちづくり力を合わせて　地域福祉で　　　安心して暮らせる　まちづくり

いただいた会費で行う
主な事業
いただいた会費で行う
主な事業

（平成 26年度会費収入予算）

寄 付

寄 贈 収集ボランティア協力
（使用済切手、使用済テレホンカード等）

♡ユニー㈱アピタ福井大和田店 ･･････････････ 64,606 円
♡三重県津市南立誠地区社会福祉協議会 ･･････ 10,000 円
♡福井市婦人福祉協議会 ････････････････････ 50,000 円
♡ユニー㈱アピタ福井店 ････････････････････ 68,058 円
♡㈱アール ････････････････････････････････ 21,300 円
♡すみれ放課後児童会保護者会 ････････････････1,838 円
♡匿名 ･･････････････････････････････････････6,000 円
♡匿名 ･･････････････････････････････････････3,878 円
♡匿名 ････････････････････････････････････ 10,000 円

平成 26年 2月 11日～平成 26年 4月 18日
（敬称略、順不同）

福井市婦人福祉協議会 様

㈱アール 様

❷ ❸

地区社協を中心に住民参加による生きがいづくりや介護予防
事業を実施します。
・ 自治会型デイホーム事業
・ 食事サービス事業（配食・会食）
・ 介護者のつどい

会費収入
40,000
（6.2％）

補助金収入
86,200
（13.2％）

収入
648,294
（100％）

受託金収入
405,546
（62.5％）

事業収入
1,706
（0.3％）

共同募金助成金
収入 11,160
（1.7％）

寄附金収入
500（0.1％）

自立支援費等収入
2,350（0.4％）

その他
31,136
（4.8％）

前年度繰越金
69,696
（10.8％）

食事サービス事業 5,187（0.8％）

法人運営事業
196,019
（30.2％）

児童館管理運営事業
291,744
（44.9％）

自治会型
デイホーム事業
69,501
（10.7％）

日常生活自立支援事業 20,471（3.2％）
共同募金配分事業 11,161（1.7％）

生活福祉資金貸付事業 5,671（0.9％）
地域福祉活動推進事業 20,590（3.2％）

地域子育て支援拠点事業 4,361（0.7％）
その他 833（0.1％）

介護者のつどい事業
　　1,140（0.2％）

障害者生活支援
センター事業
17,888（2.8％）

ボランティア
活動事業
3,728（0.6％）

支出（事業別）
648,294
（100％）

平成２６年度一般会計収支予算 [ 単位：千円 ]
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いただいた会費で行う
主な事業

（平成 26年度会費収入予算）

寄 付

寄 贈 収集ボランティア協力
（使用済切手、使用済テレホンカード等）

♡ユニー㈱アピタ福井大和田店 ･･････････････ 64,606 円
♡三重県津市南立誠地区社会福祉協議会 ･･････ 10,000 円
♡福井市婦人福祉協議会 ････････････････････ 50,000 円
♡ユニー㈱アピタ福井店 ････････････････････ 68,058 円
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♡匿名 ････････････････････････････････････ 10,000 円

平成 26年 2月 11日～平成 26年 4月 18日
（敬称略、順不同）
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自治会型
デイホーム事業
69,501
（10.7％）

日常生活自立支援事業 20,471（3.2％）
共同募金配分事業 11,161（1.7％）

生活福祉資金貸付事業 5,671（0.9％）
地域福祉活動推進事業 20,590（3.2％）

地域子育て支援拠点事業 4,361（0.7％）
その他 833（0.1％）

介護者のつどい事業
　　1,140（0.2％）

障害者生活支援
センター事業
17,888（2.8％）

ボランティア
活動事業
3,728（0.6％）

支出（事業別）
648,294
（100％）

平成２６年度一般会計収支予算 [ 単位：千円 ]


