
「社協」は、社会福祉協議会の略称です

「つ社協だより」は、共同募金配分金を財源の一部として発行しています。
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新型コロナウイルス対策に係る

マスクボックスを設置しました！
未使用・未開封の包装されたマスクを集めています。
（手作りマスクの場合、ビニール袋に入れてください。）

マスク募集マスク募集

お寄せいただいたマスクは、市内社会福祉施設（高齢者、障がい者、児童施設等）に配布予定です。
【設置場所】 津市本庁舎、各総合支所及び各出張所　津市社会福祉協議会本部・各支部

詳細については、本部・各支部へお問い合わせください。
皆さまの御理解、御協力をお願いいたします。

新型コロナ　　　 助け合い募金ウイルス
の

影響に対
する

津市社会福祉協議会

新型コロナウイルスの影響を受けている「子ども、障がい者等を支援する事業を実施して
いる団体」及び「医療関係団体」の支援に活用します。
【設置場所】 津市本庁舎、各総合支所及び各出張所等　津市社会福祉協議会本部・各支部

マスク配布に
あわせて、黄色

い手紙で

応援メッセージ
をお届けします

。用紙は

マスクボックス
横に設置してあ

ります。

応援メッセー
ジも

募集！！



　令和元年度は、地域住民、関係機関・団体、行政との連携を一層深め、誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現に

向け、「第3次津市地域福祉活動計画」に基づき、各種事業の推進に取り組み、地域福祉の充実に努めました。

　生活支援分野においては、日常生活自立支援事業の利用者数の増加や生活困窮者自立相談支援事業の複合的な

問題等に対応すべく、支援体制の充実や職員の専門性の向上、関係機関との連携強化を図り、個別支援の強化に

努めました。

　地域福祉分野においても、地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会をはじめ各種福祉団体との連携を

一層強化し、ふれあい・いきいきサロンの拡充等、地域づくりに取り組みました。

　また、本会の経営基盤の強化と事業のさらなる充実を図るためには、財政基盤の強化が不可欠であることから、

法人の健全な経営に向け、各種事業の見直しに取り組みました。

　令和元年度、重点的に取り組んだ項目は次のとおりです。
①経営基盤の強化　　　　　　　　　　③小地域福祉活動の推進
②第3次津市地域福祉活動計画の推進　 ④相談支援体制の充実 

令和元年度 津市社会福祉協議会事業報告

令和元年度の津市社協の取組みを報告します！★ ★

※事業報告の詳細については、本部・支部窓口又は本会ホームページにて公開しています。

発達に不安のある子どもと保護者を対象に交流会
を実施し、子どもが安心して遊べる場所や保護者
同士の情報交換の場としました。

ふれあい・いきいきサロンに携わる方たちが、サロン
で使えるレクリエーションを学べる講習会を開催
しました。

2

【子育て支援推進事業】

地域の活動を多くの人
に知ってもらう生活支
援コーディネーター通
信を作成しました。

地域のことを皆で話し合う機会を
つくり、地域に応じた福祉のあり方
や支え合いを考えました。

コープみえ様が取り扱う品質に問題
の無い返品食糧品を、津市内在住の
生活に困窮されている方に提供させ
ていただきました。

【生活支援体制整備事業】 【生活困窮者支援緊急食糧提供等事業】

【ふれあい・いきいきサロン事業】
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事業収入
17,250千円

負担金収入
93千円

令和元年度 津市社会福祉協議会決算報告

前期末支払資金残高
242,419千円

寄附金収入
599千円

会費収入
1,438千円

障害福祉サービス等
事業収入

31,627千円

受取利息
配当金収入
3,528千円

収入の部
合計

1,543,290千円

支出の部
合計

1,543,290千円

 経常経費
  補助金収入
   447,969千円

受託金収入
307,156千円

介護保険
事業収入

273,946千円

  その他の収入
（積立資産取崩収入等）
　　　　 217,265千円

（社会福祉事業）
　介護サービス事業 207,273千円
 ［主な事業］
　・訪問介護事業
　・通所介護事業
　・障がい者居宅介護等事業

（公益事業）
  地域福祉事業 125,302千円
［主な事業］
  ・生活支援ハウス運営事業
  ・自立相談支援事業
  ・成年後見サポートセンター事業
  ・生活支援体制整備事業
  ・ふれあいいきいきサロン事業

（公益事業）
  介護サービス事業 286,758千円
［主な事業］
  ・居宅介護支援事業
  ・地域包括支援センター事業
  ・要介護認定調査事業

（収益事業）
  収益事業 19,378千円
［主な事業］
  ・物品販売事業

当期末支払資金残高
253,348千円

（社会福祉事業）
　地域福祉事業
　　　651,231千円
 ［主な事業］
   ・法人運営事業
   ・地域福祉推進事業
   ・共同募金配分金事業
   ・日常生活自立支援事業
   ・ボランティアセンター事業

※上記金額は内部取引を含む総額であり、内部取引消去後の額は収入・支出ともに1,484,800千円です。
　内部取引消去とは、事業区分間の繰入及び繰出等、法人内部で行った取引については、決算額から控除すると
　いう考え方です。

※支出に関しては事業別に記載していますが、科目別の支出内訳については、本部・支部窓口又は本会ホームページ
　にて公開の決算書等を御覧ください。

　令和元年度に会員として御加入いただきました個人・団体・法人の皆さま、ありがとうござい
ました。会費の納入実績は下記のとおりとなりました。皆さまからいただいた会費は、地域での
支え合い活動を進める「ボランティアセンター事業」や、日常生活における心配ごと・悩みごと
などに対応する「心配ごと相談事業」など、地域福祉の推進及び充実を図るために大切に活用
させていただきました。

　引き続き、令和２年度
会員の募集を行っており
ます。本部・各支部で受け
付けておりますので、
御協力よろしくお願い
いたします。会費を納入
いただいた際には、会員
証を交付させていただ
きます。

令和元年度津市社協会費のお礼

御協力ありがとう
ございました。677件 1,438,000円

令和元年度津市社協会費納入実績

会員証の見本
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※地域福祉の収入の一部に寄与することを目的とし、広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容に関する責任は、全て広告主に帰属します。

心配ごと相談（無料）のお知らせ心配ごと相談（無料）のお知らせ
※都合により、日程などを変更することがありますので、御了承ください。また、祝日・年末年始は開設しません。
※お車で津センターパレスにお越しの際、津市営駐車場及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。

予約制で、1回6名までの1名おおむね20分、各支部で開設日の3か月前から開設日前日の正午
まで受け付けますので、各支部窓口までお申込みください（電話予約不可）。

内　容
相続・贈与・土地問題など 第2土曜日

相談日

津センター
パレス3階遺言書、遺産分割協議書の作成など 第1金曜日

司法書士（2名）
相談員

行政書士（1名）

先着18名
受付人数 場　所

先着 9 名

予約不要で、１名おおむね20分、 当日の正午から午後2時まで受け付けます（整理券を先着順で配付）。

弁護士相談（予約制）各会場とも、開設時間は午後1時30分から午後3時30分までです。

専門相談 (先着順 ) 開設時間は午後１時から午後４時までです。

御寄附ありがとうございました （令和2年2月16日～令和2年6月15日）

寄附金
御　芳　名

●三重県立みえ夢学園高等学校　生徒会 様　　●長谷川　昇 様　　●匿名 様

※御了承いただいた方のみ順不同で掲載しています。

合計 円37,150

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp
E-mail:shakyo@tsu-shakyo.or.jp編集・発行

〒514－0027  津市大門7－15 津センターパレス3階
TEL（059）246－1165　FAX（059）224－6067本 部
〒514－0027  津市大門7－15 津センターパレス3階
TEL（059）213－7111　FAX（059）224－6067津 支 部
〒514－1136  津市久居東鷹跡町20ー2
TEL（059）256－1202　FAX（059）255－6288久 居 支 部
〒510－0314  津市河芸町浜田868
TEL（059）245－8888　FAX（059）245－8890河 芸 支 部
〒514－2211  津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265－4531　FAX（059）265－4950芸 濃 支 部
〒514－2113  津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279－3366　FAX（059）279－3387美 里 支 部

〒514－2326  津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268－5804　FAX（059）267－0800安 濃 支 部
〒514－0314  津市香良洲町2167
TEL（059）292－7711　FAX（059）292－7712香良洲支部
〒515－2521  津市一志町井関1792
TEL（059）295－0066　FAX（059）295－0117一 志 支 部
〒515－2603  津市白山町川口892
TEL（059）262－7029　FAX（059）262－6520白 山 支 部
〒515－3531  津市美杉町奥津929
TEL（059）274－0023　FAX（059）274－0024美 杉 支 部

●手作り布マスク　久居城下案内人の会　代表　森下　隆史 様　　●手作り布マスク　津友の会 様
●手作り布マスク　池村　秀子 様　　●手作り布マスク　伊藤　ひふみ 様　　●マスク　別所　吉生 様
●白米　望木　幹雄 様

物　品 御　芳　名

8月
9月

5 日
2 日

（津 支 部）

（津 支 部）

12 日
9日

（久居支部）

（久居支部）

19 日
16 日

（津 支 部）

（安濃支部）

26 日
23 日

（芸濃支部）

（津 支 部）30 日（久居支部）

日常生活自立支援事業

生活支援員募集（登録職員）生活支援員募集（登録職員）
仕事内容／判断能力に不安のある高齢者や知的・精神障がい者
　　　　　 への福祉サービス利用援助、日常的金銭管理の支援
勤務場所／津市社会福祉協議会　本部、各支部
賃　　金／時給８７３円、活動手当２００円／回
　　　　　常勤ではありません。
応募資格／普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
応募方法／まずは生活支援課へお問合せください。

（連絡先）生活支援課　059-246-1165

●食品　公益社団法人津青年会議所　理事長　前田　克彦 様　　●マスク　津市市民活動センター マスク寄附in津 様
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