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勘　定　科　目 当初予算額

事業活動に
よる収支

収入

会費収入 715,000 
寄附金収入 1,000,000 
経常経費補助金収入 57,821,000 
受託金収入 27,798,000 
事業収入 1,202,000 
保育事業収入 238,817,000 
障害福祉サービス等事業収入 61,757,000 
受取利息配当金収入 114,000 
その他の収入 4,430,000 

事業活動収入計（1） 393,654 ,000 

支出

人件費支出 339,333,000 
事業費支出 41,479,000 
事務費支出 38,747,000 
共同募金配分金事業費 1,125,000 
助成金支出 3,460,000 

事業活動支出計（2） 424,144 ,000 
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） △　30,490,000 

施設整備等に
よる収支

収入 　
施設整備等収入計（4） 0 

支出 固定資産取得支出 5,157,000 
施設整備等支出計（5） 5,157 ,000 
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） △　5,157,000 

その他の
活動に

よる収支

収入
積立資産取崩収入 10,400,000 
サービス区分間繰入金収入 11,737,000
その他の活動収入計（7） 22,137 ,000 

支出

積立資産支出 2,003,000 
サービス区分間繰入金支出 11,737,000
その他の活動による支出 750,000 
その他の活動支出計（8） 14,490 ,000 
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 7,647 ,000 

予備費支出（10） 4,950 ,000 
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） △ 32,950,000 

前期末支払資金残高（12） 72,950 ,000 
当期末支払資金残高（11）+（12） 40,000 ,000 

　一時的に必要な方に対して、福祉自動車・車いすの貸出を行っています。
　病気で通院や退院時に必要な方、足の骨折などで外出にお困りの方、一度お問い合わせください。

※社協会員加入後にご利用いただけます。（個人会員：年額 1 口 500 円～）

☎ 0745-76-7107

福祉自動車・車いす
貸出しています！

ノア

ワゴンＲタント

車いす

車いすごと乗れます

座席がボタン１つで
降りてきます

車いすごと乗れます

福祉自動車≪予約制≫
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　4月2日(木) 奈良県交通安全協会香
芝支部協会より、香芝市老人クラブ
連合会・香芝市身体障害者福祉協会
に、交通事故防止啓発活動のための
LEDライト付きボールペンが贈呈さ
れました。皆さまも、交通事故にあ
わない、そして起こさないよう日頃
から気を付けてお過ごしください。 香芝市老人クラブ連合会 香芝市身体障害者福祉協会

緊急小口資金等の特例貸付のご案内
≪受付期間：７月末日まで（予定）≫

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資
金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

　社会福祉協議会では、相談窓口を設
け、日々の生活のこと、仕事のことなど、
ご相談に応じております。

【問合先】
香芝市社会福祉協議会

（香芝市くらし・しごと相談窓口）
☎ ０７４５－７６－７１０７

まずはお電話にてご相談ください

●据置期間　　１年以内
●償還期間　　２年（２４回払い）以内
●貸付利子　　無利子
●連帯保証人　不要
●上限額の取扱い
※ 従来の１０万円以内とする取扱を拡大し、下

記に該当する世帯は、貸付上限額が20万円
以内となります。

　ｱ　 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症
の罹患者等がいるとき

　ｲ　世帯員に要介護者がいるとき
　ｳ　世帯員が4人以上いるとき
　ｴ　 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大

防止策として、臨時休業した学校等に通
う子の世話を行うことが必要となった労
働者がいるとき

　ｵ　 世帯員に風邪症状など新型コロナウイル
スに感染した恐れのある小学校等に通う
子の世話を行うことが必要となった労働
者がいるとき

　ｶ　 上記以外で休業等による収入の減少等で
生活費用の貸付が必要な場合

●据置期間　　１年以内
●償還期間　　１０年（１２０回払い）以内
●貸付期間　　原則３ヶ月以内
●貸付利子　　無利子
●連帯保証人　不要
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があ

れば、失業状態になくても、対象となります。

貸付上限額２０万円 貸付上限額（二人以上）２０万円
（単身世帯）１５万円

～奈良県交通安全協会
香芝支部協会より贈呈～

主に休業された方向け（緊急小口資金） 主に失業された方等向け（総合支援資金）
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住民みんながボランティア ～香芝市ボランティアセンター～

ほっとライン

本会へのお問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しております。
お問い合わせの際にはおかけ間違いのないよう、お願いいたします。　社会福祉協議会　TEL 76-7107

〈開所日時〉
月・火・水・金・土
午前9時～午後4時

香芝市総合福祉センター　1階
【TEL／FAX】　76-7179
【E-mail】　vcenter@ka-shakyo.or.jp

善意銀行へのご寄付、ありがとうございます（３月７日～５月６日）
　福祉のために下記のとおりご寄付をいただきました。この善意をありがたくお受けし、皆様のご意
志に添って活用させていただきます。皆様の温かい善意に感謝いたします。 （受付順記載）　　　

水津宏海様より １０, ０００円
車いす１台

真美ケ丘の匿名様より １０, ０００円

★ふれあい総合相談　☎７９－５８５８★
相　談　名 相　談　内　容 相　談　日
一般相談 日常生活においての心配ごと 月～金曜日　午前 9 時～午後 5 時

心配ごと
相談所

日常生活においての心配ごと
※民生児童委員、知識経験者、行政

相談委員、人権擁護委員による対
面相談

毎月第１水曜日 午前 9 時～午後 3 時
毎月第２、３、４水曜日 午前 9 時～正午

福祉法律相談
成年後見制度や悪質商法被害などの
福祉法律相談（予約制 ℡76－7107）
※前日までに予約をしてください。

【相談担当：奈良県司法書士会】

毎月第２水曜日（各日 3 名：先着順）
午後 2 時～、3 時～、4 時～ 各回 40 分

老人健康相談 高齢者の健康に関すること 月、火、水、金　午前 10 時～正午

「心配ごと相談所」「福祉法律相談」「老人健康相談」については、
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、中止させていただいて
おります。再開等については、ホームページやフェイスブックに
てお知らせします。なお、悩みごとなどについては、お電話でい
つでも受け付けております。お気軽にご連絡ください。

令和元年度　ボランティアセンター利用報告
昨年度もたくさんの方にご利用いただきました♪
今年度も皆様に気軽に立ち寄っていただけるボランティアセンターを目指します！！

★ 開所日 ２４０日 ★ ボランティア保険加入手続き
★ ニーズ １２２件 　 ・活動保険 １,１９０人 
★ 延べ来所者数 ３,０５１人 　 ・行事用保険 １１５件 
★ 相談問合せ ３４１件 　 ・事故報告 ４件 
★ 登録数 団体１１６団体 ★ ボランティアフェスティバル
 個人　　２５名 　 ・参加団体 ６８団体 
 　　 　 ・参加者数 １,１００人 

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め延期となったボランティア養成講座には、
3月2日「思いやりを広げよう編」に３７名、
3月9日「助けられ上手編」に３８名と多数
の申し込みがありました。
  状況が落ち着き次第、開催の予定です。そ
の際には改めてご案内させていただきます。

　４月からボラセンで働くこと
になりました山崎です。
　香芝市内では色々な方やグ
ループが、様々なボランティア
活動をされています。ボラセン
には資料等の掲示もたくさんし
ておりますので、ぜひ一度ボラ
センをのぞきに来てください。

ボランティア養成講座 ボランティアセンター新職員紹介




