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都城市障がい者（児）基幹相談支援センターは、障がいのある方が
住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、各種相談や情報提供など
の支援を総合的に行う窓口です。障がいのある方やご家族、地域の
相談支援機関等からの相談にも応じます。また、都城市障害者自立支
援協議会の事務局も担当しています。
◎お問合せは、都城市障がい者（児）基幹相談支援センター
　（☎0986-26-0294）まで

都城市障がい者（児）
基幹相談支援センターを
ご存知ですか？

この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しております。
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会費・寄附金収入
29,547,095（2.0%）

介護保険・
保育事業等収入
791,435,124
（54.0%）

補助金・受託金収入
231,955,557
（15.8%）

基金等取崩
139,957,414

（9.5%）

その他の収入
36,704,828
（2.5%）

前期末支払資金残高
236,247,007
（16.1%）

人件費支出
855,959,494
（69%）

事業費支出
175,496,106

（14%）

事務費支出
33,730,089

（3%）

助成金支出
18,137,550

（1%）

基金等積立支出
121,677,356

（10%）

固定資産取得支出
27,128,302（2%）

その他の支出
8,677,324
（1%）

【支出の部】1,240,806千円【収入の部】1,465,847千円
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発行／社会福祉法人都城市社会福祉協議会　本所TEL25-2123　山之口支所TEL57-4577　高城支所TEL58-3279　山田支所TEL64-2200　高崎支所TEL62-1216

み な さ ま の 善 意 あ り が と う ご ざ い ま す
社会福祉法人都城市社会福祉協議会では、みなさまからいただいた善意寄付や忌明寄付を福祉向上の
ために使わせていただいております。掲載事項につきましては、ご本人の承諾を得ております。
なお、空欄（寄付内容等）につきましては、寄付者の希望により掲載しておりません。

○忌明寄付（6月～7月受け入れ分）� ※公職の候補者からの寄付はお断りしています。

■本所管内� （敬称略　単位：円）
住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容

下水流町 東 郷 　 優 さち子 30,000 下川東4丁目 田中　久子 千秋 一万城町 立 元 　 弘 壽香 30,000 

夏尾町 村田ツユ子 徳義 20,000 横市町 横市　幸雄 義雄 30,000 久保原町 野上　光久 和子 20,000 

丸谷町 茶薗　正一 フミ子 20,000 平江町 木脇　秀子 義貴 200,000 南横市町 福森まさ子 福寿ノブ 20,000 

下水流町 亀澤　克己 武子 30,000 横市町 山﨑　幸雄 ミキ 20,000 久保原町 吉川　良子 孝文 30,000 

丸谷町 山路　道雄 栄 30,000 若葉町 遠矢　員雄 美重子 30,000 丸谷町 德村　順一 時雄 30,000 

千町 佐藤　真司 正雄 30,000 久保原町 米澤　捷子 雅彦 30,000 蓑原町 西河　邦博 偵二郎 30,000 

宮丸町 田村　真樹 保 20,000 南横市町 若松　一義 光義 20,000 久保原町 野元　了子 誠 20,000 

上長飯町 黒木　健二 孝俊 30,000 南横市町 小 路 　 功 一子 20,000 上町 水間　慶子 正康 50,000 

久保原町 鍋倉　照代 瑞夫 30,000 久保原町 園田　哲郎 哲子 30,000 横市町 下池田浄幸 リツ子 20,000 

夏尾町 福榮美枝子 千宙 30,000 

■山之口支所管内
榎木 松之下義政 ツルエ 20,000 永野 染 矢 　 勲 ミナ子 20,000 桑原 中嶋　育雄 藤子 30,000 

街区２ 亀澤　オリ 嘉継 30,000 

■高城支所管内
有水 原 口 　 功 トミ 30,000 穂満坊 竹下登己子 武春 30,000 大井手 盛田　行男 フキ 10,000 

石山 田中　幸一 正保 20,000 大井手 中竹　誓雄 　美子 10,000 桜木 田中　好一 好形 52,000 

桜木 相澤サチ子 桂師郎 30,000 大井手 徳留小百合 稔 20,000 石山 三角園トミエ 忍 30,000 

大井手 成枝　吉夫 ツヤ 50,000 穂満坊 有村　サキ 利文 80,000 穂満坊 梅北　篤生 篤 30,000 

有水 堤 　 厚 夫 光子 20,000 

■山田支所管内
万ヶ塚 田村みほ子 神薗カツ 30,000 西栫 田中　卓子 紀雄 30,000 

■高崎支所管内
笛水 村𦚰　克巳 冨美子 30,000 縄瀬 長田　広昭 クサ子 30,000 江平 荒田　和雄 房子 30,000 

大牟田 眞方千恵子 洋一 50,000 大分市 眞方　清彦 アツ子 30,000 東京都町田市 木尾　實義 郁 20,000 

大牟田 西 　 憲 継 ミサ子 30,000 縄瀬 緒方とみ子 光一郎 20,000 東霧島 堂園　幸子 清治 30,000 

大牟田 村橋　公子 宏昭 100,000 前田 脇屋　章子 俊一 30,000 

○善意寄付（6月～7月受け入れ分）
住所 寄付者 寄付内容 住所 寄付者 寄付内容

前田町 護国寺
(6月分）お米38㎏ 鷹尾3丁目 有田　重紀 16,178 

（7月分）お米38㎏ 千町 匿名 10,000 

高崎町 高崎何でも市一同 30,524 年見町 匿名 お米28㎏

志比田町 NPO法人劇団三喜 12,547 千町 匿名 10,000 

匿名 20,000 


