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　敬老の日にあたり、お祝いのご挨拶を申し上げます。
　はじめに、弘前市の敬老大会対象者となる 75 歳以上の皆様が、お元気で敬老の日を迎えら
れることを心からお祝い申し上げます。
　弘前市の敬老大会は一昨年来、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により２年連続で
中止となっておりましたが、今年度は感染防止対策をとりながら地域の状況に合わせ、開催ま
たは記念品の配布とすることといたしました。
　さて、今日の私たちを取り巻く状況を見ますと、依然として新型コロナウイルス感染症が世
界中でまん延しているほか、国外ではウクライナにおける人道危機が懸念されております。ま
た、国内では物価の高騰に加え元首相の銃撃事件など衝撃的な事件が発生しており、弘前市に
おいても様々な形で社会生活に影響を与えております。
　こうしたことから、弘前市社会福祉協議会は「すべての人々が住み慣れた地域で安心して暮ら
せる社会の実現」を目指し地域福祉を推進して参りましたが、これまで以上に地域の方々がそれ
ぞれの立場を尊重しながら共存していけるまちづくりへの取り組みが求められております。
　敬老の日にあたり、これまで先人たちが困難を乗り越え築き上げてきた平和や豊かさを享受
できたことに思いを寄せ、先人たちへ感謝の念を抱きながら改めて地域福祉の推進を図るため
の契機となることを願うものであります。
　最後に、敬老大会の開催や記念品の配布にあたり、ご協力いただきました地区社会福祉協議
会をはじめとした地域の多くの関係者に対し敬意を表しますとともに、敬老大会対象者や関係
者の皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、お祝いのご挨拶といたします。

　10 月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
　令和３年度赤い羽根共同募金運動の弘前市募金額は、14,231,224 円となり、令和
４年度の地域福祉活動に役立てられております。ありがとうございました。
　皆様からの温かいご寄附は地域福祉活動に活かされておりますので、今年もご協力
をお願いいたします。
　今年８月１日開始の「ピンバッジ募金」（500 円以上の募金協力で１個進呈）は大
好評をいただいております。数量限定の為、なくなり次第終了となります。
　　◆お問合せ先：弘前市共同募金委員会事務局（弘前市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　弘前市宮園２丁目８－１　弘前市社会福祉センター２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　３３－１１６１

社会福祉法人弘前市社会福祉協議会　会長　山形　正臣

赤い羽根共同募金運動が始まります
～皆様の協力が地域福祉活動を支えています～

「今年は初音ミクピンバッジ」
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１．地域福祉活動及び在宅福祉活動の推進
⑴　地区社会福祉協議会会長会議の開催（年１回開催）
⑵　地区社会福祉協議会との協働

① 共通事業の推進
•ほのぼの交流事業（対象者601名、協力員456名）
•緊急通報装置「福祉安心電話」サービス事業
　（設置０台、年度末台数114台、各種通報131件）
•ひとり暮らし高齢者給食サービス事業（実施６地

区１町会、のべ97回実施、のべ1,678名参加）
•除雪支援事業（対象846世帯、ボランティア

1,151名、のべ実施回数13,700回）
•住民福祉座談会（３年度開催地区なし）
•敬老大会開催事業（３年度中止）
•地域ふれあい交流会開催事業（実施５地区、のべ

205名参加）
② 社会福祉協議会研修会の開催（３年度中止）

⑶　愛の広場レクリエーションの集いの開催
　　　　　　　　　　　　　　　　（３年度中止）
⑷　ふれあい相談所の開設（年間相談 290 件）
⑸　健康 ･ 生きがいづくり推進事業の実施
（ラージボール卓球親善大会 85 名参加、他３種目

は開催中止／研修事業は開催中止）
⑹　日常生活自立支援事業の推進強化（契約件数 34 件）
⑺　成年後見制度法人後見の推進（受任件数 14 件）
⑻　たすけあい小口資金の貸付
⑼　生活福祉資金貸付の相談受付及び各種事務手続き

•新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例貸付
（相談2,814件、申込1,078件、決定1,009件）、ほか

⑽　学習支援事業の実施（実施 31 回、のべ 58 名利用）
⑾　弘前市岩木地区外出支援サービス事業の実施
　　　　　　　　　　　　　　　（のべ 1,420 名利用）
⑿　ひろさき生活・仕事応援センターとの連携
２．ボランティア活動の振興

⑴　ボランティアに関する業務の推進
•弘前市設置ボランティアセンターとの連携・協

働、弘前大学ボランティアセンターとの連携、ボ
ランティア活動保険加入受付（725名）、善意物品
の寄託と払い出し、フードバンク事業

⑵　ボランティアが参加する事業の実施
•福祉協力校の指定（10校）、弘前さくらまつり車

椅子応援隊の実施（車椅子貸出51台）、バリアフ
リーねぷたの実施（３年度中止）、災害ボランティ
アセンターに関する業務

３．社会福祉活動の啓発、普及、連絡
•弘前市社会福祉大会の開催（参加者63名）、広報

誌の発行（年２回）、ホームページでの情報提供、
弘前市総合福祉作品展の開催（３年度中止）

４．身体障害者福祉センターの受託運営
５．福祉人材バンク（弘前福祉人材無料職業紹介所）事
業の推進

６．介護予防・日常生活支援総合事業の推進
•生活支援コーディネーターの配置（第一層及び第

二層（第一圏域、西部圏域））、ほか
７．屋内ゲートボール場「すぱーく弘前」の事業推進
　　（開館日数257日、利用日数240日、利用者5,531名）
８．法人の適正運営

•理事会、評議員会、監査会等の開催、社会福祉セ
ンターの管理運営、共同募金運動・赤十字社員増
強運動への協力、ほか

（　　）内は令和３年度実績

令和４年度事業計画（抜粋）
重点目標「すべての住民が共に生き、共に理解し、　
より豊かに生活できる福祉のまちづくりの実現」

令和３年度資金収支計算書（自：令和３年４月１日　至：令和４年３月31日）
令和４年度資金収支予算書（自：令和４年４月１日　至：令和５年３月31日）

（単位：円）
項　目 ４年度予算 ３年度決算 項　目 ４年度予算 ３年度決算

支

出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
積立資産支出
その他の活動の支出

128,165,000
51,089,000
10,661,000

390,000
1,451,000

30,000
34,894,000

338,000
1,604,000
1,031,000
1,140,000

120,471,397
43,774,362
9,296,176

100,000
1,406,890

30,000
5,666,537

874,280
72,600

1,027,570
1,138,560

収

入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金積立資産取崩収入

15,030,000
2,360,000

144,587,000
54,527,000

450,000
4,772,000

184,000
1,300,000

500,000

14,925,832
2,397,691

117,325,265
55,632,111

100,000
3,965,720

170,747
2,025,436

0

支　出　計　① 230,793,000 183,858,372 収　入　計　② 223,710,000 196,542,802
予　備　費　③
当期収支差額　④＝②－①－③
当期末資金残　⑥＝④＋⑤

8,262,000
△15,345,000

15,646,000

0
12,684,430
37,231,680

前期末資金残　⑤ 30,991,000 24,547,250

合　計　①＋③＋⑥ 254,701,000 221,090,052 合　計　②＋⑤ 254,701,000 221,090,052
※令和４年度事業計画、令和３年度事業実績報告、決算書は本会ホームページにも掲載されています。
　ホームページアドレス　http://www.hirosaki-shakyo.jp/
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　前任者の辞任に伴い、新たな理事及び評議員が選任されましたのでご紹介いたします。
　（　）内は所属団体を記載しています。
◆新理事１名（６月22日付選任）
　•八木橋　喜代治（弘前市老人クラブ連合会）

　弘前市社会福祉協議会では、弘前市内26
の地区社会福祉協議会（町会代表、民生児童
委員、保健・医療・教育・各種団体等により
構成）と連携・協働し、地域での見守り活動
であるほのぼの交流事業や冬期間の除雪支援
事業、敬老大会やふれあい交流会事業、一人
暮らし高齢者給食サービス事業等の様々な活
動を通じて、住み慣れた地域における住民に
よる支え合いのネットワークの充実と強化に
取り組んでいます。
　令和４年８月１日現在の各地区社会福祉協
議会会長（会長代行）は次の皆さんです。

※〔　　〕内は地区名、敬称は省略

　ボランティアへの関心が高まる中、弘前市社会福
祉協議会の「弘前市ボランティアセンター」と弘前
市の「弘前市ボランティア支援センター」の機能を
統合し、弘前市により令和４年４月１日に「ひろさ
きボランティアセンター」が開設されました。
　同センターは、ボランティア相談、情報提供やコー
ディネート、講座開催、ボランティア活動推進等の総
合窓口としてボランティア活動を応援していきます。

◆お問合せ先：ひろさきボランティアセンター
（ヒロロ３階ヒロロスクエア市民参画センター内）

電話　３８－５５９５

　当会に持ち込みされる際は次のことをお願いし
ます。
１　プラスチックキャップ及びプルタブ以外の物は

絶対に入れないでください。
　　※お預かりできない物（例）・・・醤油キャッ

　プ、ゼリー飲料キャップ、缶詰用ふたなど
２　持ち込み前には自主計量にご協力ください。
３　弘前市外からの持ち込みはご遠慮ください。

◆お問合せ先　地域福祉課

　障がい児者及び高齢者が制作した作品を一堂に展
示する作品展を、令和元年度以来３年ぶりに開催い
たします。
　なお、新型コロナウイルス感染者状況により、やむ
なく中止となる場合もありますのでご了承願います。
日　時　10月１日㈯、２日㈰　　
　　　　午前10時から午後４時まで（予定）
場　所　弘前市身体障害者体育館
内　容　手芸、書道、絵画、工作、陶芸品などの

展示のほか、好評の農産物、加工品、お
菓子などの即売も予定。

入　場　無料（お気軽にお越し下さい）

◆お問合せ先　地域福祉課

◆新評議員２名（６月９日付選任）
　•大　友　のり子（一大地区社会福祉協議会）
　•工　藤　久　造（石川地区社会福祉協議会）

★地区社会福祉協議会会長の紹介★
〔朝　陽〕櫛　引　吉　男　　〔豊　田〕阿　保　敏　秋
〔一　大〕三　宅　信　子　　〔堀　越〕葛　西　光　治
〔二　大〕森　内　秀　次　　〔千　年〕相　馬　満　敏
〔三　大〕藤　本　了　康　　〔藤　代〕對　馬　通　好
〔和徳南〕伊　藤　　　薫　　〔東目屋〕佐　藤　　　豊
〔時　敏〕中　畑　昭　平　　〔船　沢〕蒔　苗　淳　治
　　　　　　（※会長代行）　〔高　杉〕神　　　昭　男
〔　北　〕一　戸　茂　人　　〔裾　野〕藤　田　光　弘
〔城　西〕佐々木　　　健　　〔新　和〕増　田　松　雄
〔　西　〕清　藤　範十郎　　〔石　川〕工　藤　忠　敏
〔桔梗野〕牧　野　俊　一　　〔　東　〕白　戸　幸　雄
〔文　京〕工　藤　浩　一　　〔岩　木〕木　村　清　榮
〔和徳北〕舘　田　康　雄　　〔相　馬〕三　上　久　志
〔清　水〕近　澤　玄　一

弘前市社会福祉協議会　新理事・評議員の紹介

弘前市の地域福祉を支える「地区社会福祉協議会」

（新）ひろさきボランティアセンターの開設

プラスチックキャップ及び
プルタブ寄託について（お願い）

弘前市総合福祉作品展の開催
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この広報誌は、共同募金の配分金で作られています。

　今年度の弘前市社会福祉大会は、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策を講じた開催に向け、次の日程
で準備を進めております。

▼と　き　令和４年11月22日㈫
　　　　　※時間は調整中です。

▼ところ　弘前市民会館大ホール

▼内　容　永年社会福祉に貢献されてきた方々の表
彰や寄託者への感謝状贈呈等を行う式典
を実施する予定です。

　　　　　（その他内容は検討中です）

令和３年度社会福祉大会のようす
◆お問合せ先　地域福祉課

　弘前市内在住の60歳以上の方を対象にした、軽
スポーツ親善大会を、新型コロナウイルス感染症予
防対策を講じて下記日程により開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染者状況により、や
むなく中止となる場合もありますので、ご了承願い
ます。
　各大会の詳細は今後順次決定され次第、「広報ひ
ろさき」でお知らせいたします。

１．ラージボール親善大会
　　〔期　日〕令和４年12月３日㈯
　　〔場　所〕弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
２．グラウンドゴルフ親善大会※
　　〔期　日〕令和５年１月14日㈯
３．ペタンク親善大会※
　　〔期　日〕令和５年２月４日㈯
４．ゲートボール親善大会※
　　〔期　日〕令和５年３月11日㈯

※２～４の会場は弘前克雪トレーニングセンタ
ーとなります。

◆お問合せ先　地域福祉課

　相談は無料。電話相談も受け付けております。
（一般相談）月曜日～金曜日
　　　　　　午前９時30分～午後３時30分
　　　　　　土・日・祝日と年末年始はお休み
（専門相談）各相談は毎月１回実施（事前予約制）
　　　　　•法律相談（弁護士）
　　　　　•税務相談（税理士）
　　　　　•労働・年金相談（社会保険労務士）
　※　専門相談日は下記へお問合せください。
　　　予約時には、お名前、連絡先、相談内容をお
　　　聞きします。

◆お問合せ先：ふれあい相談所
直通電話　３３－２２２０　

　弘前福祉人材バンクでは、福祉の仕事に就きたい
人へ、就労のあっせんを行う福祉人材無料職業紹介
事業を行っています。
　登録、情報提供、就労あっせんはすべて無料です。
福祉の仕事を体験できる福祉施設職場体験事業も行
っています。福祉の仕事を探している方や興味のあ
る方は、お気軽にご相談、お問い合わせください。
　また、「福祉のお仕事」ホームページから、求職登
録・求人情報の閲覧、介護の資格届出等もできます。
　

https://www.fukushi-work.jp/
◆お問合せ先：弘前福祉人材バンク 

直通電話　３６－１８３０　　　

令和４年度弘前市社会福祉大会

　弘前市社会福祉協議会では、多くの情報をできるだけ早く発信し、多くの方々に当会のことをより知っていた
だけるよう、ホームページを開設しています。当会の事業内容や行事案内など、様々な情報を掲載しています。
メールでのお問い合わせもできますので、どうぞご利用ください。

◆ホームページアドレス　http://www.hirosaki-shakyo.jp/

ホームページのお知らせ

冬も元気に運動を
ふれあい高齢者軽スポーツ親善大会

日常生活上の心配や悩みごと相談に応じます
「ふれあい相談所」

福祉の仕事を探している方へ
弘前福祉人材バンクがお手伝いします


