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みんな仲良し！
こころんと一緒に遊ぼう !!

～こころんと楽しい誕生日会！～
　今日は、志和堀保育所のお誕生日会に「こ
ころん」が遊びに行きました。
　ピンクのハートの形をした「こころん」
はすぐに子ども達の人気者に！！お誕生日
会では、みんなで輪になって、“祝福のダ
ンス”を踊りました。
　ダンスの後は、先生お手製の風

かざぐるま
車を頭に

つけ、みんな元気に外に飛び出しました。
涼やかな風を受け、風車はクルクル回り始
めます。無邪気にはしゃぐ子ども達に囲ま
れ、「こころん」も自然と胸が躍ります。
　みんなのあったか笑顔にあふれた、楽し
いお誕生日会となりました。
　みなさんもこころんを是非、呼んでくだ
さい！

　　　　　　東広島市社協だより

【特集】
　あなたも第二の人生で

輝いてみませんか？
～地域で活躍するシニア世代～

（関連記事：4 ～ 5㌻）

こ こ ろ ん

東広島市社協イメージキャラクター

第 188 号
平成27 年6 月1日

▲ 志和堀保育所の園児の皆さん

Social Welfare in Higashihiroshima
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やって来たよ !!
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1 場づくり ��������������������
●　地域サロンの拡充
・ シニア世代のサロンデビュー講座【新規】
・ 新しい総合事業をふまえての準備（モデル事業）
●　福まちを中心とした事業の拡大
●　健康づくり事業の普及

2 活動づくり ������������������
●　地区社協活動の拡充
●　 そよかぜねっと活動の

拡充
●　 市民協働のまちづくり

への参画
・  住民自治協議会との 

連携
●　 地域福祉活動計画の 

実施状況等の管理

3 人づくり ��������������������
●　 人財・次世代育成の 

推進
・ 地域福祉教育への支援
●　東広島熟年大学の充実
・ 熟年大学オープンキャ

ンパスの実施【新規】

4 つながりづくり �������������
●　 あったか応援センター（ボランティアセンター）

の体制整備
・ あったか応援センター機能の充実 
（情報発信・他機関との連携）

●　 被災者生活サポートボラネット（災害ボランティア
センター）の拡充

・  講座の拡充及び地域組織との連携強化
●　連携の強化と普及啓発

5 安心づくり ������������������
●　人材の育成と研修等
・職員の研修の拡充【新規】
・新たな人材育成と人材確保【新規】
●　事業所等の充実・強化
・介護保険事業所等の充実【新規】
●　セーフティネット機能の充実
・生活困窮者自立支援事業【新規】
●　他団体との連携
●　財源の確保
・各事業所の経営の安定化【新規】
・地域福祉活動への財源活用【新規】

6 組織づくり ������������������
●　組織運営体制の確立　●　事務組織の強化

7 財源づくり ������������������
●　財政運営の確立　
・民間財源の拡充【新規】

地域サロン活動への支援

平成27年度 東広島市社会福祉協議会 事業計画
　平成27年度は、第２次中期経営計画推進期間の初年度として、７つの柱の具体的施策の展開に取り組み、
ボランティア活動者・活動団体への支援を行い、情報の受け手側にも調査をするとともに広報「ふれあい」
やラジオ番組“社協発！「笑顔」”等で情報を発信し、センター機能の充実を図ってまいります。
　また、今年度からは生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活困窮者に対し自立相談支援事業等を実施
してまいります。
　こうしたことにより、本所の事務組織の一部改編を行い、地域福祉推進体制を強化し、「総合相談窓口事
業」、「セーフティネット機能の充実」など、「あったか笑顔のまちづくり」の実現に向け「地域福祉の拠点」
としての社協の使命を果たすべく、地域・各関係機関と協働し積極的に推進してまいります。

地区社協活動
（登校時の一斉見守り）

学生ボランティア・
児童との交流

東広島学生ボランティア
研修交流会被災者支援ボランティアバスの運行
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収入総額
992,405
（単位：千円）

会費収入　12,017（1.21%）
寄附金収入
8,865（0.89%）

経常経費
補助金収入
176,842
（17.82%）

受託金収入
273,252
（27.53%）

貸付事業収入
120（0.01%）

事業収入　13,828（1.39%）

負担金収入　330（0.03%）

介護保険事業収入
305,308（30.77%）

就労支援事業収入
4,206（0.43%）

障害福祉サービス等
事業収入
66,602（6.71%）

医療事業収入
20,930（2.11%）

その他の収入
757（0.08%）

前期末支払
資金残高
109,348
（11.02%）

支出総額
992,405
(単位:千円)

当期末支払資金残高
4,060（0.41%）

人件費支出
704,038
（70.94%）

事業費支出
177,775
（17.92%）

事務費
支出
77,850
（7.85%）

就労支援事業支出
4,206（0.42%）

貸付事業支出
120（0.01%）

助成金支出
18,034（1.82%）

固定資産取得支出　1,322（0.13%） 予備費　5,000（0.50%）

平成 27 年度 当初予算
法人全体予算 　992,405 千円　（前年度比 0.17％減）

(単位:千円)

事業区分 当初予算額 前年度当初予算額 前年対比 (%)
社 会 福 祉 事 業 952,869 964,333 -1.19%
公 益 事 業 39,536 29,795 32.69%

合　計 992,405 994,128 -0.17%

平成27年

会費500円は… 35円

50円

30円

20円

25円

40円
300円

●場づくりへ（地域サロン）
●活動づくりへ
　（地区社協）

●人づくりへ
　（熟年大学･地域福祉教育）

●つながりづくりへ
　（あったか応援センター）

●安心づくりへ
　（総合相談・権利擁護センター）

●広報啓発活動へ
　（社協だより「ふれあい」･福祉まつり）

●全体の6割を地区社協へ
　（翌年度の地区社協活動助成金として活用）

●社協の会員（会費）とは…
　社協は、市民の皆様と一緒になって、地域の人をひとりぼっちにさせないよう共に支え合い、
安心して暮らせる地域づくりを推進しています。一人でも多くの市民の皆様に社協活動にご賛同
いただき、社協会員として「あったか笑顔のまちづくり」にご支援とご協力をお願いいたします。

平成26 年度 社協会費の実績報告と平成27 年度 社協会員募集のお願い

●一般会費の主な使いみち（平成 27 年度当初予算より）

【収入の部】 【支出の部】

あなたの

会費が
地域の

福祉活
動を

支えま
す

●平成26年度のご報告　ご協力ありがとうございました。
会費区分 対　　　　象 年額（1 口） 平成 26 年度実績額
一般会費 市内の世帯構成員 500 円 8,091,900 円 16,184 世帯
賛助会費 社会福祉事業関係者・社会福祉団体構成員など 1,000 円 1,093,000 円 1,093 口
特別会費 市内に事業所を有する法人・個人など 5,000 円 565,000 円 113 口
団体会費 社会福祉施設・社会福祉団体など 3,000 円 405,000 円 135 口

※収入総額・支出総額ともに
　内部取引金額66,101千円は除いて掲載しています。


