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〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜 24 番地 2
鳴門健康福祉交流センター2Ｆ
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鳴門市シルバー大学校開校
令和４年６月２８日、鳴門市健康福祉交流センターにおいて鳴門市
シルバー大学校の入学式が行なわれ、４５名の学生が入学しました。
藤村鳴門市社協会長より開式の挨拶があり、学校長の泉市長より
式辞が述べられました。 続いて、ご来賓の東鳴門市議会議長よりご
祝辞をいただき、長野市老連副会長の閉式の挨拶で式を閉じました。
引き続いて、第１回目の講義として鳴門市長による「鳴門市につい
て」があり、笑いをまじえながら、市政についての関心を高めました。

▶ 鳴門市シルバー大学校開校 ・・・・・・・・・・・・・ ❶
▶ 令和３年度事業報告及び収支決算 ・・・・・・・・・・ ❷
▶ 令和４年度事業計画及び収支予算 ・・・・・・・・・・ ❸
▶ 鳴門市社会福祉協議会からのお知らせ

・・・・・・・・ ❹
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▶令和 3 年度 事業報告
6 月 10 日（金）に市社会福祉協議会会議室において理事会が、また 6 月 27 日（月）
、市健康福祉交流センター
3 階大会議室において評議員会が開催され、令和 3 年度の事業報告案及び決算報告案が承認されました。
▶重点的な取り組み
1. 組織運営・経営基盤体制の整備（ガバナンス強化等により、安定した法人経営に務めます。）
2. 地域包括ケアシステムの構築（在宅福祉サービス分野において重層的な支援が提供できるよう、体制を構築します。）
3. 地域福祉推進の充実・強化（地域福祉活動計画等に基づき、地域福祉推進の中核となって活動を展開します。）
４. 権利擁護に関する事業の実施（法人後見等事業などにより、高齢者等が安心して暮らしていけるよう支援します。）

１．法人運営事業
役員会の開催、職員研修会の開催、各会議出席、災害
ボランティアセンター体制整備支援事業 など
２．地域福祉推進事業
地区社会福祉協議会、社会福祉団体の育成、民生委員
活動事業、寿賀（100 歳）、福祉協力校指定事業、給
食サービス事業、知的障害児(者)体験学習会、リフト
付きワゴン車管理運営事業、法律相談、市社協グラウ
ンド・ゴルフ大会開催 など
３．広報啓発事業
市社会福祉大会の開催、県社会福祉大会に参加、広報
誌「社協なると」の発行
４．ボランティアセンター事業
ボランティアセンター預託・払出し、車いす貸出、車
いす講習 など
５．共同募金配分事業
可能世帯調査、街頭募金の実施 など
６．居宅介護等事業
訪問介護事業、居宅介護支援事業
産前産後ヘルパー派遣事業 など

７．基幹型地域包括支援センター事業
総合相談支援業務、権利擁護事業、認知症総合支援事
業、地域ケア会議推進事業、地域包括ケア事業 など
８．福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
相談受付～契約事務、契約者への実際の援助 など
９．生活福祉資金貸付事業
１０．心配ごと相談所事業
１１．県シルバー大学校鳴門校管理運営事業
ＩＣＴ・食品加工コース
１２．シルバー事業
鳴門市シルバー大学校、趣味の教室、市うずしお運動
会 など
１３．福祉金庫貸付事業
１４．法人後見等事業
１５．収益事業
物品販売、自動販売機設置
１６．各団体事務局設置活動
市地区社会福祉協議会会長会、市老人クラブ連合会、
市民生委員児童委員協議会、ボランティア連絡協議
会、手をつなぐ育成会 など

▶令和 3 年度 収支決算
事業区分間繰入金収入
1,700
その他の活動による収入
3,327

寄付金収入 会費収入
1,087
339

その他の収入
277
地域生活支援事業収入
222
事業収入

事務費支出 助成金支出 事業区分間繰入金支出 固定資産取得支出
2,577
1,700
1,264
4,271
負担金支出
148
その他の支出
その他の活動による支出
58
148
4,425
受取利息配当金収入
1
売上原価支出
6,011

積立資産取崩収入
5,000
サービス区分間繰入金収入
6,350

サービス区分間繰入金支出
6,350

障害福祉サービス等事業収入
6,421
収益事業収入
7,601

収入合計

経常経費補助金収入
46,014

共同募金配分金事業費支出
6,998

141,492
（単位：千円）
介護保険事業収入
30,253

受託金収入
32,842

支出合計
139,511

事業費支出
17,709

（単位：千円）

人件費支出
（法人運営等・退職金等）
87,910
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▶令和 4 年度 事業計画
3 月 18 日（金）に理事会を開催し、3 月 29 日（火）に開催予定だった評議員会は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため文書審議とし、令和 4 年度事業計画案及び予算案が承認されました。

住民参加の福祉のまちづくりを推進する
～健康で安心して暮らせる福祉のまち「鳴門」づくり～
鳴門市社会福祉協議会（社協）は、今後も引き続き市民主体の活動原則を忘れず、地域福祉の推進を図り、
地域社会に貢献すること及び地域住民に信頼され必要とされることが社協の使命であると認識し、市民や行
政と協働による『健康で安心して暮らせる福祉のまち「鳴門」づくり』に向け、市民主体の活動の推進に努め
ます。
事業項目

重点的な取り組み

１）法人運営事業
２）地域福祉推進事業
３）広報啓発事業
４）ボランティアセンター事業
５）共同募金配分事業
６）居宅介護等事業
７）基幹型地域包括支援センター事業
８）福祉サービス利用援助事業
９）生活福祉資金貸付事業
）心配ごと相談支援事業
）県シルバー大学校鳴門校管理運営事業
）シルバー事業
）福祉金庫貸付事業
）障害福祉サービス事業
）法人後見等事業
）収益事業
）団体等の活動支援･事業協力

１）組織運営、経営基盤体制の整備
組織経営のガバナンス強化、事業運営の透明性の
向上、財務規律の強化、適正な人事労務管理など、
市民に信頼される安定した法人経営に向けた組織
運営体制の整備。
２）地域包括ケアシステムの構築
居宅介護等事業、地域包括支援センター事業におけ
る、行政や地域包括支援センターなどとの連携によ
る、住まい・医療・介護・介護予防・生活に対する
重層的な支援を提供するための在宅福祉サービス
体制の構築。
３）地域福祉推進の充実・強化
地域福祉活動計画に基づく、地区社会福祉協議会を
中心とした地域の課題解決に向けた小地域ネット
ワーク活動の展開と行政との連携による地域福祉
の推進、および第二期地域福祉活動計画策定に向け
た地域活動団体との連携の強化。

▶令和 4 年度 収支予算
寄附金収入 地域生活支援事業収入 会費収入
助成金支出 事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金収入 758
234
340
1,700
2,800
貸付事業収入
その他の活動による支出
負担金支出
1,700
100
4,914
343
積立資産取崩収入
その他の収入
事務費支出
貸付事業費支出
4,000
90
5,212
100
サービス区分間繰入金収入
事業収入
5,400
80
サービス区分間繰入金支出
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
5,400
6,943
3
売上原価支出
収益事業収入
5,525
7,512
経常経費補助金収入
45,624
共同募金配分金事業費支出
7,018
収入合計
支出合計

143,528
介護保険事業収入
34,544

143,568

（単位：千円）

受託金収入
36,200

事業費支出
17,702

（単位：千円）

人件費支出（法人運営等）
92,854
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■日 時：毎週金曜日 10 時～15 時
■場 所：鳴門市健康福祉交流センター 2 階相談室
■相談員：福居 士郎、松本 久和子、永井 多美子
淀 吉弘、勝浦 隆夫、小倉 眞穂
■財産・家族・離婚問題など、あらゆる心配ごと・悩
みごとの相談に応じています。相談料は無料です。
お電話でのご相談も受け付けておりますので、ご利
用下さい。
★秘密は厳守します！
※お問い合わせは、
鳴門市社会福祉協議会（☎６８５-７１７０）まで。

良縁を求める方々を対象に、結婚相談や婚活イベン
ト（年 1 回程度）を実施しています。
会員登録・相談員の募集も随時受け付けております
ので、お気軽にお問い合わせ下さい。相談料・登録料
は無料です。
★秘密は厳守します！
■日 時：毎月第 2・第 4 火曜日
13 時 30 分～15 時 30 分
■場 所：鳴門市健康福祉交流センター 2 階会議室
※お問い合わせは、
鳴門市社会福祉協議会（☎６８５-７１７０）まで。
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■日 時：第 4 木曜日（4 月・7 月・10 月・1 月）
9 時～11 時
第 4 水曜日（上記以外の月）
14 時～16 時
※祝日の場合は変更あり
■場 所：鳴門市役所本庁舎 1 階 市民相談室
■相談員：認知症の人と家族の会相談員
（5 月・8 月・11 月・2 月）
認知症サポート医（上記以外の月）
■ご自身やご家族の「もの忘れ」が気になる方、認知
症の方などを介護されている方。（原則予約制）
★秘密は厳守します！
※お問い合わせは、
鳴門市基幹型地域包括支援センター
（☎６１５-１４１７）まで。

皆様の温かい善意が、福祉のまちづくりに活かさ
れています。
令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 7 月 31 日までに、
次の方々よりご寄付いただきました。
■一般預託

株式会社桶幸ウチダ造花 様
（撫養町）
なるとＤｅシネマ実行委員会 様（撫養町）
温かい善意に厚く感謝申し上げます。ご寄付は有
効に活用させていただきます。ありがとうございま
した。

現在、社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって収入が減少し、生活
資金の必要な世帯に、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施しています（令和 4 年 9 月末まで）。
緊急小口資金特例貸付
貸付上限額 20 万円
据置期間
1 年以内
償還期間
2 年以内
申請時に必要な書類等
◆収入の減少がわかる書類
・給与明細書（直近 3 ヶ月程度）※減収月含む
・シフト表、スケジュール帳 ・離職票
・確定申告書、財務諸表、売上帳
等
◆身分証明書 ※本人確認が取れる書類
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・マイナンバーカード 等

総合支援資金特例貸付
貸付上限額 二人以上世帯 月 20 万円以内
単身世帯
月 15 万円以内
貸付期間
原則 3 ヶ月以内
据置期間
1 年以内
償還期間
10 年以内
◆住民票
世帯全員分・続柄省略なし（本籍、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ不要）
◆預金通帳 及び 登録印 ※申請者本人
◆その他
必要に応じて、以上の書類の他に書類の提出を
求める場合があります。

※お問い合わせは、鳴門市社会福祉協議会（☎６８５-７１７０）まで。

