
評 議 員 （40名）監　事 （3名）理　事 （15名）

地区社会福祉協議会
・牛島地区社会福祉協議会
・森山地区社会福祉協議会
・飯尾敷地地区社会福祉協議会
・西麻植地区社会福祉協議会
・鴨島地区社会福祉協議会
・知恵島地区社会福祉協議会
・川島地区社会福祉協議会
・学島地区社会福祉協議会
・山崎地区社会福祉協議会
・瀬詰地区社会福祉協議会
・川田東地区社会福祉協議会
・川田中地区社会福祉協議会
・川田西地区社会福祉協議会
・美郷地区社会福祉協議会

委 員 会
・心配ごと相談所運営委員会
・広報編集委員会
・善意銀行小口貸付金等調査委員会
・生活福祉資金貸付調査運営委員会
・福祉バス運営委員会　
・情報公開審査会
・公金管理委員会

第三者委員

事 務 局
◎本　　所
◎鴨島支所
◎山川支所
◎美郷支所
◎近久児童館

福祉サービスに対する苦情
解決等を図る。
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スポーツ教室

ともに支えあい，安心して暮らせる
福祉のまちづくりを目指して

本 年 度 の 地 域 福 祉 事 業

介 護 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

社協は，地域のみなさまに支えられています

活動理念

財 源

基本方針（要旨）

社協会費

補助金・委託金

吉野川市社会福祉協議会の組織

　本会の活動理念の実現に向けて，地区社協や
関係団体と連携し，地域住民同士による支えあ
い・助けあいといった支援体制づくりを進める
とともに，ニーズに対応した質の高い福祉サー
ビスの提供に努めます。

　本会の趣旨や事業活動に賛同していただき，お
願いしている社協会費は，安定した組織・事業運
営を行うための基本となる収入となっています。

普通会費 1口　 500円　 賛助会費 1口 3,000円
団体会費 1口 3,000円

★ボランティアセンター事業
◦吉野川市ボランティアセンターの開設
◦ボランティア活動に関する相談・登録・斡旋
◦サマーチャレンジボランティア体験の実施

◦福祉教育講師派遣事業
◦災害時対応マニュアルの整備
◦災害ボランティア講座の実施
◦パソコン教室の開催
◦吉野川市ボランティア連絡協議会事務局
★心配ごと相談事業
◦一般相談，行政相談，法律相談
◦結婚相談・婚活支援イベントの開催
★小地域福祉事業
◦小地域福祉ネットワークづくりの推進
◦地区社協活動の支援
◦地区社協役員研修事業
◦地域福祉活動計画推進事業
★日常生活自立支援事業
★生活福祉資金貸付事業
★社会福祉大会開催事業
◦平成27年10月31日（土）予定
　福祉まつりと同時開催
★広報活動推進事業
◦広報紙「よっしゃ!  福祉吉野川」の発行（年４回）
◦ホームページの運営（http://www.yossya.jp/）

★シルバー大学校吉野川校の運営
★障がい者移動支援事業
★障がい者社会参加促進事業
◦障がい者レクリエーション教室の開催
◦声の広報発行事業
★児童福祉事業

★団体事務育成事業
◦各地区民生委員児童委員協議会事務局
◦吉野川市老人クラブ連合会事務局
◦吉野川市身体障害者連合会事務局
◦吉野川市手をつなぐ育成会事務局
★福祉バス運営事業
★老人福祉センターの指定管理事業
◦鴨島老人福祉センター別館
◦山川老人福祉センター
◦美郷老人福祉センター（ふれあい交流の家）
★善意銀行
★近久児童館の運営

★介護予防・地域支え合い事業
◦軽度生活援助事業
◦高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

★介護保険事業
◦居宅介護支援事業 （ケアプランの作成等）
◦訪問介護事業 （ホームヘルプサービスの提供）
◦通所介護事業 （デイサービスの提供）
◦訪問入浴介護事業 （訪問入浴サービスの提供）
★指定居宅介護等事業
◦居宅介護事業
　（障がい者の方へのホームヘルプサービス）
◦重度訪問介護
　（重度肢体不自由者の方へのホームヘルプサービス）
◦行動援護事業
　（知的障がい者，精神障がい者の方への行動援護，
　外出支援サービス）
★地域生活支援事業（移動支援事業）

★二次予防事業（通所型介護予防事業）
★美郷在宅介護支援センター事業
★家族介護教室への協力

　公共性と公益性の高い団体であるという性格か
ら，吉野川市からの運営補助金や県社協等関係団
体からの委託金を受けています。

　社会福祉協議会は，地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の自主的な福祉団体です。
そして，その主体は地域のみなさまです。みなさまからお寄せいただく会費や寄附金は，社
会福祉協議会の行う地域福祉事業の大きな支えとなります。「ともに支えあい，安心して暮ら
せる福祉のまちづくり」の実現に向け，ご協力をよろしくお願いいたします。

　運営に当たる役員は，社会福祉や教育などの関連
分野の関係者や，地域の各団体・機関によって構成
されています。民間組織としての自主性と，地域住
民や関係者に支えられた公共性という，２つの特徴
を併せ持っています。

　みなさまの善意で集められる共同募金の配分金
を徳島県共同募金会から受けています。
●赤い羽根協同募金
　募集期間：10月1日〜12月31日
●歳末たすけあい募金
　募集期間：12月1日〜12月31日

　支援してくださる方々からのご厚意による寄附
金や善意銀行預託金は，貴重な財源として活用さ
せていただいています。

組　　　織

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金

寄附金・善意銀行預託金

サマーチャレンジボランティア
「ちびっこドーム」

キッズカレッジ「料理教室」

いも掘り体験　
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吉野川市地域福祉活動計画
各地区実行委員会の取り組み

　吉野川市社会福祉協議会では，「ともに支えあい，安心して暮らせる福祉のまち
づくり」を目指し，平成26年度から30年度までの５年間の活動・行動計画である「地
域福祉活動計画」を策定しました。
　各地域でのさまざまな取り組みをご紹介します。

　地域福祉活動計画は，地域の課題や目標を共有し，
同じ方向を向いて協働するための活動計画です。
　今後も本計画の実現に向け，各地域で新たな課題に
挑戦しながら，活動を進めてまいります。
　多くのみなさまのご参加・ご協力を，心よりお願い
いたします。

◎ラジオ体操の実施／各団体，個人，地区社協の食事会でラジオ体操を実施しています。
　また，地区の拠点である公民館にCDをお届けし，行事の中に取り入れるようお願い

しています。
◎ウォーキング大会の開催／昨年度，協議を重ねて計画，準備し，本年5月24日（日）

にウォーキング大会を開催しました。

◎あいさつ運動／チラシを作成配付。あいさつ運動標語の募集，のぼりを作成しました。
　各学校校門前で毎月1回あいさつ運動を行っています。

　「あいさつで　広がる人の和　地域の和」　　山川中学校　椙村　唯斗

◎アンケートの実施／美郷地区の移動手段に関するアンケートを65歳以上の人がいる
世帯を対象に実行委員が中心となり，各戸訪問調査をしました。アンケート結果を
基にマップを作成，美郷地区全戸に配布しました。

◎健康／健康食レシピを作成し，第１回調理実習を５月15日（金）に開催しました。
◎環境／｢買い物袋を持って散歩に出かけよう」という活動啓発のチラシを作成し，川

島町全戸に配付しました。
◎ふれあい・交流／オアシス運動のチラシを作成し発行しました。各学校を訪問し，

運動の趣旨を説明しました。
◎安全・安心／見守り旗の作成。各団体による立哨を毎月第３水曜日に実施しています。

　「身体が資本!」まずは健康づくりから始めようと，運動不足の解消を目標
に取り組んでいます。

　「人」をテーマに，あいさつ運動と見守り活動に取り組んでいます。

　テーマ別に4部会（健康部会，環境部会，ふれあい・交流部会，安全・安
心部会）を設置し，協議，全体会で調整しながら計画を実施しています。

　地図にすると，見えてきました「地域の絆!」
生活環境をテーマに，移動手段の課題について取り組みました。

鴨島
地区

山川
地区

川島
地区

美郷
地区

準備体操（ラジオ体操）吉野川医療センター前を通過

山川町内の小・中学校前で「あいさつ運動」実践中

移動手段についてのマップ作成 完成したマップ

川島小 学島小
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心配ごと相談所開設日 相談無料・秘密厳守

　日常生活での悩みごとや困りごとをご相談ください。適切な専門機関を紹介したり，問題解決のための
助言・援助をしたりします。

　吉野川市社会福祉協議会（社協）は，住民が主体となる福祉のまちづくりを推進し，よりよい地域づくり
に努め，さまざまな地域福祉事業を行っています。
　社協が，地域福祉活動を行ううえで重要な財源は，地域住民のみなさまから納めていただく会費です。
趣旨をご理解のうえ，格別のご協力をいただきますようお願いします。

◆採用予定人員　　１名程度
◆職 務 内 容　　地域福祉の推進を図る企画調整，事業推進，福祉団体との連携，法人運営　等

◆第１次試験	 筆記試験	 平成27年９月20日（日）

◆第２次試験	 論文試験	 平成27年11月上旬予定
（第１次試験合格者）	 口述試験

社会福祉法人		吉野川市社会福祉協議会総務課
TEL.0883―25―5555
※社協ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

◆昭和61年４月２日以降に生まれた者で，学校教育法による大学（短期大学を除く）を
卒業した者，または平成28年３月31日までに卒業する見込みの者

◆申込期間　　平成27年７月１日（水）から７月31日（金）
◆申 込 書　　平成27年６月24日（水）から吉野川市社会福祉協議会本所・各支所で配布します。
　　　　　　　郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用試験請求」と朱書し，宛先を明記
　　　　　　　のうえ，120円切手を貼った返信用封筒（A４版）を必ず同封してください。

平成26年度にご協力いただいた社協会費は，5,800,800円でした。
多くの市民のみなさまからご協力いただきありがとうございました。

平成26年度　 実　績
普通会費
団体会費

4,724,800円
117,000円

賛助会費 959,000円

普通会費 1口 500円〜 　本会の目的に賛同いただける世帯に自治会等
を通じて，お願いをしています。

賛助会費 1口 3,000円〜 　本会の目的に賛同いただける個人にお願いを
しています。

団体会費 1口 3,000円〜 　本会の目的に賛同いただける団体にお願いを
しています。

開　設　場　所 開　設　日（祝日等のぞく） 時　間
吉野川市社会福祉協議会鴨島支所 毎週　金曜日　 午前９時〜11時30分

川島公民館 毎月　第１・第３火曜日 午後１時〜３時30分

山川地域総合センター３階 毎週　金曜日 午後１時30分〜４時

吉野川市社会福祉協議会美郷支所 奇数月　第３木曜日 午後１時〜３時30分

一　般　相　談

内　容 開　設　日 時　間
行政相談 毎月　第１水曜日 午前９時〜11時30分

法律相談（※要予約） 毎月　第３水曜日 午前８時40分〜

専  門  相  談　（吉野川市社会福祉協議会鴨島支所）

※法律相談は予約制です。相談時間は１人20分以内で，７人までとなっています。
　相談には弁護士が対応しています。
　相談日の一週間前までに山川支所（TEL 42-2089）へお申し込みください。

 

平成27年度社協会費について

平成27年度一般会計　収入支出予算職 員 採 用 の お 知 ら せ

ご協力お願いします

※社協は，社会福祉法で地域福祉を推進する団体として位置づけられています。

支　出
195,033,000円

収　入
195,033,000円

吉野川市社会福祉協議会職員（事務職）を募集します

職員採用試験

お 問 合 せ

受 験 資 格

申込期間及び申込書の請求

法人事業
118,829,000円

（60.9%）

介護事業
57,064,000円

（29.3%）

在宅介護
支援センター
事業
1,380,000円

（0.7%）

老人福祉センター指定管理事業
2,194,000円

（1.1%）

児童館運営事業
14,617,000円

（7.5%）

善意銀行事業
949,000円

（0.5%）

会費
5,650,000円

（2.9%）

介護保険
40,455,000円

（20.7%）

市補助金
90,000,000円

（46.1%）

事業収入
(参加費・広告収入）
1,696,000円

（0.9%）

県･県社協委託金
3,497,000円（1.8%）

市委託金
24,586,000円

（12.6%）

共募配分金
8,789,000円

（4.5%）

財政調整基金預金取崩
4,879,000円

（2.5%）

社会福祉基金預金取崩
13,788,000円（7.1%）

寄附金
1,000円（0.0%）

県社協助成金
37,000円（0.0%）

利用料
194,000円（0.1%）
支援費
480,000円（0.2%）

法人運営事業
90,928,000円（46.6%）
ボランティアセンター事業

726,000円（0.4%）
心配ごと相談事業

811,000円（0.4%）
小地域福祉事業

7,335,000円（3.8%）
日常生活自立支援事業

3,861,000円（2.0%）

生活福祉資金貸付事業
421,000円（0.2%）

団体事務育成事業
2,765,000円（1.4%）
福祉バス運営事業
1,951,000円（1.0%）
社会福祉大会開催事業
1,000,000円（0.5%）
広報活動推進事業
1,123,000円（0.6%）

シルバー大学校設置管理運営受託事業
1,608,000円（0.8%）
障がい者移動支援事業
3,078,000円（1.6%）
障がい者社会参加促進事業

782,000円（0.4%）
児童福祉事業

288,000円（0.1%）
高齢者生きがいと健康づくり推進事業 
2,152,000円（1.1%）

雑収入
30,000円（0.0%）

受取利息配当金
9,000円（0.0%）

預託金収入
442,000円（0.2%）
償還金収入
500,000円（0.3%）
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広報編集委員会
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　　　　徳島県吉野川市川島町宮島736-1
　　　　(吉野川合同庁舎 2階 )
電　話　0883-25-5555　　F A X　0883-25-5528
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■鴨島支所
　〒776-0011　吉野川市鴨島町鴨島甲2-1
　TEL.0883-26-0131　FAX.0883-26-0133

■美郷支所
　〒779-3504　吉野川市美郷字毛無92-6
　TEL.0883-43-2714　FAX.0883-43-2533

■山川支所
　〒779-3401　吉野川市山川町翁喜台117
　　　　　　　　　　（山川地域総合センター3階）

　TEL.0883-42-2089　FAX.0883-42-6888

■近久児童館
　〒779-3306　吉野川市川島町学字近久157-2
　TEL.0883-25-4985（FAX兼用）
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鴨島公園　水上レストラン　大小宴会場

鴨島町江川新橋　TEL 0883-24-1709

車検の速太郎　吉野川店

有限会社　ロータス中央
徳島県吉野川市山川町川田 640-4
TEL 0883-42-2274
速太郎予約専用TEL 0883-42-5123

安 心・納 得 !!

立会・対話車検

土・日・祝日も
営業 !!

文具・事務用品・OA機器・オフィス家具

吉野川市山川町流34 徳島市中島田町4-50-1
TEL 088-633-6262
 FAX  088-633-6263

（有）山川支店（有）

本社：吉野川市川島町三ツ島字長塚 365-1
　　　TEL 0883-25-3408　FAX 0883-25-5510
徳島：徳島市津田海岸町 8-20 徳島木材団地（協）会館内
支店　TEL 088-679-8787

取扱い保険会社
●三井住友海上火災保険(株)  ●三井住友海上あいおい生命 (株)
●オリックス生命保険(株) ●メットライフ生命保険 (株)

株式会社

広告募集中!!
広報紙に広告を掲載しませんか?
詳しくは吉野川市社協ホームページ
http://www.yossya.jp/koukoku/index.htm
有料広告募集の項目をご覧ください。

検索吉野川市社会福祉協議会

　６月初旬。梅雨入り宣言が発表されるも，翌日は見事な快晴。自然は
思い通りにはならない。日本の夏，吉野川市の夏。ゴッホの絵が瞼に。
　今年も酷暑と言われている。熱中症の対処法を身につけ，流れゆく風に
涼を感じたい。

熱中症応急キットも取り扱っています。
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