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平成26年度  白山市社会福祉協議会  決算報告

会費・寄附金・共同募金

補助金・助成金など

受託金収入

介護保険等事業の収入

その他の収入（参加費・繰越金・雑収入）

計

17,376,146

145,521,032

55,111,812

125,768,155

6,954,512

350,731,657

4.9%

41.5%

15.7%

35.9%

2.0%

100.0%

決算額 割　合収入

法人運営事業費

地域福祉事業費

ボランティア事業費

施設管理運営事業費

介護保険事業費

計

118,418,366

51,188,660

5,077,529

50,291,636

125,755,466

350,731,657

33.8%

14.6%

1.4%

14.3%

35.9%

100.0%

決算額 割　合支出

白山市社会福祉協議会
マスコットキャラクター（　　　　　　　）
ふくちゃん社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

[ホームページ]  http://www.hakusanshi-syakyo.jp/ 
[ E-mail ]  syakyo-info@hakusanshi-syakyo.jp

〒924-0865 石川県白山市倉光八丁目16番地1（福祉ふれあいセンター内）

TEL 076（276）3151／FAX 076（276）4535

障害者手帳をお持ちの方を対象に、教室を開催しています。
1週間前までにお申し込みください。

遠方よりお越しの方を対象に、送迎も行います。
お早めにご相談ください。 

在宅障害者いきいき活動支援事業在宅障害者いきいき活動支援事業

視覚障害者パソコン教室視覚障害者パソコン教室
TEL : 076-276-3151

開催日 教室名 場　所 時　間

6月16日（火）

6月17日（水）

7月14日（火）

7月21日（火）

8月18日（火）

手芸教室

水泳教室

手芸教室

手芸教室

手芸教室

13:30から

14:00から15:00

9:30から12:00

13:30から

9:30から12:00

鶴来 蓬莱荘

松任海浜公園室内プール

福祉ふれあいセンター

鶴来 蓬莱荘

福祉ふれあいセンター

月から金／9:00から17:00
（祝日はお休みします）

社協の相談 相談
会場

白山市福祉ふれあいセンター
（白山市倉光八丁目16番地1）
※無料、秘密厳守ですのでお気軽にご相談下さい。

ご家族を介護することになったとき、介護に不安があるときなど

ボランティアを「したい」「してほしい」等の相談

福祉サービスの契約がよくわからないとき、金銭や書類の管理に不安があるとき
生活費やこれからの生活に不安があるとき
その他、福祉に関する相談全般

274-4100

276-3729

276-9389

担 当 相 談 内 容 電 話 番 号

くらしサポートセンター
はくさん

ケアプランセンター

ボランティアセンター

平成27年4月21日から5月20日までご寄付ありがとうございました。
ご寄付は、地域福祉活動の財源として活用させていただいています。匿名  3件

点訳ボランティア養成講座のご案内点訳ボランティア養成講座のご案内
平成27年度平成27年度

全12回全12回
平成27年7月26日から10月25日 毎週日曜日
　※但し、8月16日と9月20日は除く

日　程

午前9時30分から11時30分時　間

白山市ふれあいセンター  1階 学習室
（白山市倉光八丁目16番地1）

場　所

20名定　員

高校生以上の方対　象

※講座を修了された方に修了証書を発行します。
※受講料は無料です。ただし、テキスト代（1,000円程度）がかかります。

7 月 8 日（水）から　【全3回】期　日

午前10時から12時時　間

福祉ふれあいセンター場　所

初級

8 月19日（水）から　【全7回】中級

点字についての基礎を学びます。
点字、点訳に興味のある方のご参加
をお待ちしています。

大学の学生さんのボランティア活動推進のため、出張ボランティア
センターを金城大学で開催しています。
5月20日（水）に開催された第一回は金城大学学長半谷静雄様のご
臨席もいただき、ボランティア保険の加入手続き等のため約150人
の学生さんがいらっしゃい
ました。
今後も夏休み期間などを除
く毎月第２水曜日に開催し、
ボランティア活動に関する
相談（活動機会の相談など）
も受け付ける予定です。

出張 ボランティアセンター in 金城大学出張 ボランティアセンター in 金城大学

平成27年5月26日に白山市社会福祉協議会理事会、評議員会が開催され、平成26年度決算に
ついて承認されました。
資金収支については以下のとおりです。

めくってみてね！ ●7月は発行をお休みし、次回は8月の発行となります。
●今月は4コマまんが「ふくちゃんが行く」をお休み
　させていただきます。



民生委員は身近な相談役です民生委員は身近な相談役です
生活上の心配ごと、

困りごとをご相談ください。
生活上の心配ごと、

困りごとをご相談ください。
民生委員・児童委員が連携・協働する関係機関・専門職

民生委員児童委員
協議会

民生委員・児童委員
主任児童委員

児童福祉司

教員

学校・保育所・保育園
幼稚園・こども園

高齢者
支援センター

福祉事務所

児童相談所

市役所

福祉施設

警察・消防

町内会・自治会

社会福祉協議会

保健所

ハローワーク

医療機関

保育士

ボランティア

近隣住民
知人・友人

ケアマネジャー

保健師

ケースワーカー

ホームヘルパー

医師

地域住民を見守り、支えるネットワーク

　民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、任期は
３年です。（ただし、給与の支給はありません）
　また、子どもや子育てに関する支援を担当する児童委員も兼ねています。

民生委員は

地域住民の立場に立って福祉を担う有志の活動者です地域住民の立場に立って福祉を担う有志の活動者です

　民生委員ひとりですべての世帯を的確に把握したり、見守りをしたりすることは困難です。
皆さまからの相談ではじめて問題がわかる場合もたくさんあります。ぜひ相談をお寄せください。
　逆に民生委員から皆さまに見守りなどをお願いする場合もあります。ご協力をお願いします。

民生委員活動に

地域の皆様もご協力ください地域の皆様もご協力ください

　子育ての支援や児童健全育成活動を行う専門の民生委員「主任児童委員」も活動しています。
　子育てに関する問題を地域の民生委員と協力連携しながら解決に導いています。
小中学校や、保育所、児童館などとの連携も可能です。子育てに悩まれているご家庭からの
相談もぜひお寄せください。また、ご近所等で気になるご家庭がある場合もぜひご相談くだ
さい。

子どもや子育てに関する支援を専門に行う

主任児童委員も活動しています主任児童委員も活動しています

白山市民生委員児童委員協議会事務局（白山市社会福祉協議会）へ

お住まいの地域の民生委員児童委員の連絡先をお知りになりたいときは

　民生委員は地域住民の一人として、担当の区域の高齢者、障害者の見守りを行っています。
また、子どもたちへの声かけや子育て世帯の支援も行っています。
　なお、福祉問題の複雑化に伴い、高齢者、障害者、といった枠組み以外でも見守りをおこな
うこともあります。

民生委員は

地域の見守りを行っています地域の見守りを行っています

　民生委員は地域の相談役です。法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。
気軽に相談してください。
　医療や介護、妊娠や子育て、生活の困窮等専門的な支援が必要な問題がある場合は、市役所
や社会福祉協議会、病院、施設など地域の専門機関へ相談をつなぐことができます。

民生委員は

地域住民への身近な相談役・専門機関へのつなぎ役です地域住民への身近な相談役・専門機関へのつなぎ役です

白山市倉光八丁目16番地１

白山市平加町ヌ119番地１

白山市月橋町699番地２

白山市口直海イ15番地

白山市市原丁25番地

白山市上野町ト22番地

白山市女原ト46番地

白山市白峰ハ157番地１地

福祉ふれあいセンター内

美川福祉ステーション内

老人福祉センター蓬莱荘内

河内市民サービスセンター内

吉野谷市民サービスセンター内

鳥越老人福祉センター内

尾口市民サービスセンター内

福祉総合施設カルテット内

076-276-3151

076-278-8555

076-272-2750

076-272-1099

076-255-5139

076-254-2446

076-256-7011

076-259-8001

松 任 地 域

美 川 地 域

鶴 来 地 域

河 内 地 域

吉 野 谷 地 域

鳥 越 地 域

尾 口 地 域

白 峰 地 域

民生委員って
何をしているの？


