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らし、安心感のある暮らし、そして

しあわせ」の

広報白浜

令和４年度

用できるよう効率的で柔軟な運用を図

～ 我が町における「地域共生社会」の実現をめざして～

新型コロナウイルス感染症の感染拡

「ふだんの
くらしの

り、地域福祉の推進に努めます。

人件費
187,797 千円
(46.55%)

大のため計画どおりに進まなかった事

事業費
41,484 千円
(10.28%)

実現を目指して、地域の住民、民生委

負担金・分担金
100 千円 (0.02%)

403,417 千円

業もありましたが、本年度も新型コロ

事務費
19,557 千円 (4.85%)

出

員・児童委員、福祉委員、ボランティア、

支
貸付事業
600 千円 (0.15%)

【福祉のまちづくりをめざして】

助成金
3,533 千円 (0.88%)

ナウイルス感染症の感染状況を見なが

予備費
2,935 千円
(0.73%)

町内会・区、学校、他の事業者、関係

固定資産取得
140,864 千円 (34.92%)

自然災害、環境問題、国際紛争、新

6,545 千円 (1.62%)

ら、十分感染対策を行い、今まで取り

その他の支出

機関等と連携を図り、力を合わせて「と

積立資産
2 千円 (0.00%)

たな感染症の流行などの課題が、私た

介護保険事業
136,152 千円 (33.75%)

組んできた事業を引き続き推進すると

事業
4,192 千円 (1.04%)
負担金
4,400 千円
(1.09%)

もに生き、ともに支え合う福祉のまち

受託金
25,279 千円 (6.27%)

ちの生活に不安な影を落としています

403,417 千円

ともに、新規事業の実施に向けて取り

前期末支払金残高
45,316 千円 (11.23%)

入

づくり」活動を進めていきます。

収

が、本会は地域住民の視点に立ち、住

寄附金 1,000 千円 (0.25%)

組みを進めていきます。

会費 7,000 千円 (1.73%)

〒 649-2511 白浜町日置 197 番地の 1
高齢者生活福祉センター夢の里内
TEL 0739-52-2111 FAX 0739-52-2666
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hikigawa@shirahama-syakyo.jp

み慣れた地域における繋がりのある暮

経常経費補助金
48,565 千円 (12.04%)

日置川支部

【新たな取り組みの推進をめざして】

障害福祉サービス等事業
6,121 千円 (1.52%)

ご近所福祉体制づくり事業では、昨

その他の収入
3,248 千円
(0.80%)

年度から社会福祉充実計画事業として

算

受取利息配当金
4 千円 (0.00%)
基金積立資産取崩
89,644 千円 (22.22%)

移動カフェ事業を計画し、アウトリー

貸付事業
600 千円 (0.15 %)

チによる住民ニーズの把握や住民が集

積立資産取崩
31,896 千円 (7.91%)

え る 場 づ く り を 推 進 す る こ と と し て、

予

本年度実施に向けて取り組みを進めて

いきます。

社会福祉充実計画事業によるボラン

ティア活動および多目的活動室増築工

事について、昨年度は工事請負業者と

の契約まで進み、いよいよ本年度の完

成を目指して工事を実施することとな

ります。この施設を地域の住民やボラ

ンティア、福祉関係団体（機関）との

連携・協働できる活動拠点として、さ

まざまな事業活動、会議、研修等に活

令和４年度

〒 649-2324 白浜町十九渕 274 番地の 1
TEL 0739-45-2711 FAX 0739-45-2777
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@shirahama-syakyo.jp
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福 祉 相 談 所 設 置 日 程

令和４年度 社協会費納入にご協力を！

あなたの会費が地域のつながりを広げます

【時間】午後１時３０分から午後４時
( 当日受付は午後３時まで )

例年、社協会費へのご協力を賜り、誠にありがとう

１人約１５分程度の相談となります。
【予約およびお問い合わせ】
白浜支部 ： ＴＥＬ ４５－２７１１
日置川支部 ： ＴＥＬ ５２－２１１１
※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
います。事前にご予約ください。

内
容
財産・登記
法
律
成年後見
財産・登記

会
場
本部事務所
青少年研修センター
本部事務所

内
法
人
法

地区の活動状況に合わせて、町内会長・区長、民生委
員・児童委員、福祉委員の皆さまの協力のもと、順次、
会費納入依頼を実施してまいりますので、今年度も変

地域のつながりを広げる「地域福祉活動」に社会福
祉協議会会費を活用させていただいています。
【社協会費の使いみち】
◎福祉総合相談（弁護士、司法書士等無料相談）

日置川支部
日 程
5/6
5/18
6/3

各地区の状況により、募集の時期や方法が異なります。

わらぬご協力をよろしくお願いします。

白 浜本 部
日 程
5/2
5/16
5/23
6/6

ございます。社協会費の協力のお願いにつきましては、

容
律
権
律

◎ボランティア活動の推進

◎社協広報紙の発行

会
場
川添山村活性化支援センター

◎福祉団体等の活動支援に

◎福祉委員活動に

◎福祉教育を進める活動に

◎社協の運営に

高齢者生活福祉センター

◎地域の福祉活動を応援する事業
※上記以外にも地域の独自性を活かした活動に使わせ

※各相談は、中止とさせていただく場合がございます。実
施の有無を確認、ご予約の上、ご来場ください。

ていただきます。

グルメシティ白浜店様

幸せの黄色いレシートキャンペーン
昨年度、グルメシティ白浜店様の「幸せの黄色いレ

令和３年度寄付金額

シートキャンペーン」に登録させていただきました。

３４，７５１円

この活動は、キャンペーン実施日にレジ精算時に受け

本会ＢＯＸにご投函いただいた皆様、グルメシティ

取られた黄色いレシートを応援したい団体の投函ＢＯ

白浜店様、誠にありがとうございました。本会が実施

Ｘへ入れていただくと、お買い上げ金額合計の１％が

する地域福祉事業に活用させていただきます。今年度

地域ボランティア団体などに希望する品物で寄贈され

も「幸せの黄色いレシートキャンペーン」へのご協力

る取り組みです。

をよろしくお願いします。

寄付者ご芳名

としこ

様

Shirahama Town Public Relations

利子
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むかい

※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

向井

トにアクセスできます。

３

日の出

http://www.shirahama- ま、ぜひ、ご活用ください。左のＱＲ
syakyo.jp/
コードにて認識いただくとウェブサイ

４

月末迄分）

状況なども随時更新しています。皆さ

年

を開設しています。福祉相談所の開設

ひきひきステップクラブ様

どに活用いただけるようホームページ

（令和

知っていただき、参加や利用、相談な

※書き損じハガキ・古切手・清拭布・

さまに本会が推進する地域福祉活動を

空き缶なども多くの方からいただきま

白浜町社会福祉協議会では住民の皆

した。ありがとうございました。

白浜町社会福祉協議会ホームページ更新中！

