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町内回覧お願いします

社協 第107号

当協議会では、八戸市高齢者生きがいと健康づくり推進事業の一環として、シニア向けの教
養講座、歴史講座、ニュースポーツ講座、健康講座などを開催しております。

５月13日（金）には、八戸市老人クラブ連合会と共催で『交通安全講座』を開催し、八戸警察
署交通第一課安全教育係警部補　最上 多恵子 氏と八戸警察署より委嘱を受けて活動している
『交通安全シルバー先生』を講師にお迎えしました。シルバー先生ならではの参加者と同じ目
線から、防犯・安全についてお話していただき、笑いがこぼれる楽しい内容と警部補からの気
の引き締まるお話に参加者は聞き入っていました。

交通安全シルバー先生：田中 俊夫 氏 

八戸市社会福祉協議会
社会福祉法人

八戸市根城八丁目8-155
TEL 0178-47-2940

《 編集・発行 》

シニアいきいき講座「交通安全講座」

本誌はホームページでもご覧になれます



平成２7年度決算報告

平成２7年度事業報告

シニアいきいき講座

■地域福祉活動の推進
①地区社会福祉協議会育成事業 
②八戸市ほのぼのコミュニティ２１推進事業 
③八戸市高齢者生きがいと健康づくり推進事業
④八戸市シニアはつらつポイント事業
⑤子育てサロン支援事業 
⑥キッズフェスティバル 
⑦愛の輪レクリエーション事業 
⑧八戸市福祉バス受付事務 
■自立生活の支援

①日常生活自立支援事業 （あっぷるハート八戸）
②福祉安心電話サービス事業 
③八戸市ファミリーサポートセンター運営事業
④八戸市障がい者就労サポーター養成事業
⑤八戸市障がい者就労支援団体ネットワーク化事業
⑥障がい者福祉合同研修会等の開催事業
⑦青森県県外被災者支援事業 
⑧ふれあい相談所運営事業 
⑨生活福祉資金貸付相談事業 
⑩たすけあい資金貸付事業 
⑪八戸市生活困窮者自立相談支援事業
　（八戸市生活自立相談支援センターの運営）

■ボランティア活動の推進
①ボランティアセンター運営事業 
②ボランティア推進校事業
■社会福祉活動の啓発、基盤づくり

①会員、会費制度の普及
①八戸市社会福祉大会の開催
②広報誌の発行
③ホームページ、フェイスブックの運用
■指定管理施設の運営

①八戸市総合福祉会館
②八戸市児童館（15館）
③八戸市市民活動サポートセンター
④八戸市立南郷デイサービスセンター及び
　八戸市立老人福祉センター南郷
■介護保険事業

①居宅介護支援事業
②訪問介護事業
③訪問入浴介護事業
④通所介護事業
■八戸福祉人材バンク運営事業
■福祉サービス第三者評価事業
■市民後見人の後見監督業務
■歳末たすけあい募金配分事業

多様な生活課題に対応するため、各種事業に取り組みました。

※事業報告、決算報告の詳細は、事務局で閲覧できます。
　また、ホームページにも掲載しています。車イス体験出前講座

資金収支計算書の要旨
科目 金額

収入 会費収入 10,293
寄附金収入 697
補助金収入 32,267
共同募金配分金事業費収入 11,824
助成金収入 382
受託金収入 293,457
貸付事業収入 8,619
事業収入 2,183
介護保険事業等収入 75,624
受取利息配当金収入 305
その他収入 474

事業活動収入計 436,125
支出 人件費支出 278,005

事業費支出 124,024
事務費支出 7,581
貸付事業支出 10,383
共同募金配分金事業費 10,268
流動資産評価損 1,293

事業活動支出計 431,554
事業活動資金収支差額 4,571
その他　積立資産取崩等収入計 1,108
その他　積立資産支出等計 10,850
その他活動資金収支差額 △9,742
予備費支出 0
当期資金収支差額合計 △5,171
前期末支払資金残高 65,874
当期末支払資金残高 60,703

貸借対照表の要旨
科目 金額

資産の部
流動資産 90,194
固定資産 381,406
　（基本財産） 4,000
　（その他固定資産） 377,406
資産の部合計 471,600

負債の部
流動負債 29,491
固定負債 29,338
負債の部の合計 58,829

純資産の部
基本金 4,000
国庫補助金等特別積立金 597
その他積立金 325,161
次期繰越活動増減差額 83,013
純資産の部合計 412,771
負債及び純資産の部合計 471,600

（単位：千円）（単位：千円）



平成２8年度予算書

平成２8年度事業計画

八戸市成年後見センターを開設しました！

平成２８年度から平成３２年度までの５ヶ年間を計画期間として策定した、「第３期地域福祉活動計画」に
基づき、地域、関係機関、各種団体等と連携して、小地域における地域福祉活動の推進、ボランティア活動
の推進、生活困窮者への支援等に取り組みます。

　成年後見センターでは、認知症や知的・精神障がいなどに
より、判断能力が十分でない方やその親族などが安心して暮
らすことができるように、生活や財産管理に関する相談や成
年後見制度を利用するための相談支援を行います。
（相談は無料です。）

ひとりで悩まずに、ご相談ください。

　生活や仕事、家計のことなど、さまざまな問題で困ってい
る方や不安を抱えている方のご相談に応じています。
（相談は無料です。）
◆利用できる方　
八戸市にお住いの方。生活保護を受給していない方。失業
などで生活に困っている方。

八戸市生活自立相談支援センター（市委託事業）
八戸市庁別館９階　　TEL ５１－６６５５

八戸市成年後見センター（市委託事業）
八戸市根城 8－8－155　総合福祉会館１階

TEL ２４－１３２４

誰もが安心して　生き活きと　住み慣れた地域で暮らせるまちづくり
～育てよう「思いやりの心」・つなげよう「人との絆」～

誰もが安心して　生き活きと　住み慣れた地域で暮らせるまちづくり
～育てよう「思いやりの心」・つなげよう「人との絆」～

基本理念

福祉ニーズを持つ方の自立した生活を支援できるよう相談
支援体制づくりに努めます。また、災害時のボランティアの体
制づくりやネットワークづくりを進めます。

安心して暮らせる地域づくり3

1 住民同士の支え合いの促進
3 権利擁護の推進

2 地域での自立支援体制の充実
4 災害時の支援体制の充実

地域の福祉課題の解決に向けて、地域住民が活動の主体と
なり、地域の実情に合わせた柔軟な取り組みができるよう、
主体となる地区社会福祉協議会への支援を行います。

みんなで支え合う地域づくり1

1 地区社会福祉協議会活動への支援
3 活動の担い手への支援と養成

2 福祉ニーズの把握

地域福祉推進の基盤づくりのために、組織体制・財源基盤
の強化を図るとともに、職員の資質向上、広報活動の充実に
努めます。また、市民に対して、より効果的な情報提供や啓発
活動に努め、社協の理解者・支援者の拡大を図ります。

地域福祉活動の基盤づくり4

1 自主財源の確保
3 職員の資質向上

2 指定管理施設の運営
4 広報活動

福祉教育の推進を図り、より多くの人たちにボランティア
活動や市民活動のきっかけづくりを提供できるような取り組
みを進めます。

福祉の心を育む人づくり2

1 福祉教育の推進　 2 ボランティア活動への参加促進

（単位：千円）

収　入 支　出
科目 予算額 科目 予算額

会費収入 10,293 人件費支出 287,474
寄付金収入 931 事業費支出 142,450
補助金収入 31,903 事務費支出 9,015
共同募金配分金事業費収入 12,534 貸付事業支出 9,500
助成金収入 397 共同募金配分金事業費 9,796
受託金収入 302,575 積立資産支出 2
貸付金事業収入 9,500
事業収入 2,364
介護保険事業・その他事業収入 75,723
受取利息 355
雑収入 913
積立資産取崩収入 1 当期支出額計 458,237

当期収入額計 447,489 予備費 1,000
前期末支払資金残高 29,667 当期末支払資金残高 17,919

収入合計 477,156 支出合計 477,156



〒031-0071　八戸市沼館一丁目18-37
TEL 0 1 7 8 - 4 3 - 9 9 1 1

〒039-1165　青森県八戸市石堂2-11-21
TEL 0178-38-9306　FAX 0178-38-9307
E-mail　satou.manabu@cocoa.plala.or.jp

八戸市社会福祉協議会
Tel：0178－４７－２９４０　　 Fax：0178－４７－１８８１
Mail：office@hachinohe-shakyo.or.jp　 URL：http：//www.hachinohe-shakyo.or.jp

問　合　せ　先

八戸市社会福祉協議会を応援します

八戸市社会福祉協議会では広報誌の広告を募集し
ています。詳細については、左記までお問い合わ
せ下さい。

期　日 : 7 月 26 日（火）
　　　　7 月 27 日（水）
時　間：10：00 ～ 12：00
場　所：総合福祉会館
対　象：小学 4 年生から一般
　　　　（親子での参加も可）
内　容：点字の基礎と簡単な点訳技

術を習得します。

点字体験講座 老人福祉センター南郷
「丑の湯まつり」

八戸市シニアはつらつポイント事業
説明会＆研修会

社協会費にご協力お願いします

期　日：9 月 5 日（月）
時　間：13：00 ～ 16：00
場　所：総合福祉会館
対　象：市内在住 60 歳以上の方
内　容：八戸市の指定を受けた介護施設等

でボランティア活動をしてポイン
トを貯めることができる事業の説
明と研修会です。

期　日：8 月 4 日（木）
時　間：11：00 ～ 14：00
場　所：老人福祉センター南郷
対　象：一般市民
内　容：ステージ発表やゲーム大会、

模擬店を行います。
お問合せ：老人福祉センター南郷　　　
　　　　TEL82-3000

◎ご加入のお申し込みは、社協（℡４７－２９４０）まで

（なお、この寄付は12月25日から5月31日までの分です。）

・㈱ユニバース 様　　・馬渡幸和 様
・佐々木キサ子 様　　・相内ウメ 様
・櫻田八重子 様　　　・金澤牧子 様
・春日しげ子 様　　　・戸大建設工業㈱ 様　
・㈱ツルハホールディングス 様

八戸市社会福祉協議会では、次の
皆様からご寄付をいただきました。

　八戸市社会福祉協議会では、八戸市高齢者生き
がいと健康づくり推進事業の一環として、シニア向
け（概ね60歳以上の方）の講座を開催しています。
ご希望の講座にお申込みください。
※参加費無料

　9月（未定）：健康講座
10月（未定）：歴史講座

※詳しくは8月以降にお問い合わせください。

9月29日（木）
フライングゲーム、ディスゲッターを使った軽スポーツ

シニアいきいき講座シニアいきいき講座

ニュースポーツ講座

■時　　間：１０：００～１２：００
■開催場所：八戸市総合福祉会館（はちふくプラザねじょう）
■申　込　先：八戸市社会福祉協議会　TEL４７－２９４０

今後の予定

インフォメーション

○一般会員　年額　２００円（1世帯あたり・町内会を通じてご加入いただいております。）
○団体会員　年額　２‚０００円（1口）
○施設会員　年額　２‚０００円（1口）
○特別会員　個人会員　年額　２‚０００円（1口）
　　　　　　企業会員　年額　５‚０００円（1口）

　社会福祉協議会（社協）は“誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進”を使命とし、住民の皆さまと共に、地
域の課題解決に向けて取り組んでいます。社協会費の会員制は、住民の皆さま一人ひとりが福祉に関心を持ち、
積極的に地域福祉活動に参加していただくことを目的としています。
　皆さまからの会費は、貴重な財源として、地域福祉活動の基盤整備のために活用させていただいております。

　八戸市総合福祉会館「はちふくプラザ　ねじょう」は、市民の
福祉の増進を図るため、福祉活動及び社会参加の場として設置さ
れた施設です。貸会議室、貸ホール並びに料理実習室を備えてい
ますので、どうぞご利用ください。

八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館ををご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!八戸市総合福祉会館をご利用ください!

●利用時間　 午前 9 時～午後 9 時
●休 館 日　 12 月 29 日～ 1 月 3 日
●所 在 地　 八戸市根城八丁目 8-155
●駐 車 場　 150 台
●問 合 せ　 TEL：0178－47－1651
　　　　　　 FAX：0178－47－1881
※空き状況等の確認、申請受付時間 ：午前 8 時 30 分～午後 5 時

（土・日・祝日・休館日を除く）




