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令和元年度  山県市社会福祉協議会事業報告
＊＊＊事 業 報 告＊＊＊

◦　

地域福祉事業
◦小地域福祉ネットワーク活動推進
　まめネット協議会総会（10地区）
　小地域福祉活動助成金（8自治会）
　地域福祉活性化事業助成金（4団体）
　まちづくり推進役員会、研修会等（富岡）
　安心いきいき台帳整備、まめネット協議会活動支援
◦ふれあいサロン支援事業
　立ち上げ支援の助成金交付（10団体）
　継続支援の助成金交付（25団体）
　歳末ふれあいサロン交流会助成金交付（24団体）
　交流会、リーダー研修会
高齢者福祉事業
◦ほほえみ冊子配付　配付数冊子550冊／月
見守りセンサー事業
◦まもリズム　１ヶ月無料モニター3名
◦高齢者の生活支援・コーディネート
　困りごとサポーター養成講座　受講者3～5名
◦ふれあい弁当　12月　配付数483食
◦社協カレンダー配付　900部
児童青少年、福祉教育事業
◦出生お祝い　絵本贈呈110名
◦新入学お祝い　記念品（鉛筆）贈呈210名
障害者福祉事業
◦福祉車両貸出　86件
◦福祉機器貸出・ゆずりあい　
　車いす貸出39件、ゆずりあい 譲渡3件
相談事業
◦福祉総合相談
　出張相談32ヶ所（ふれあいサロン）
　訪問相談963件
　その他窓口相談20件
◦生活困窮者支援　　
　小口生活資金貸付5件　食料支援延べ24件
◦生活福祉資金貸付　相談件数9件
◦ひきこもり支援

ボランティア推進事業
◦ボランティア・市民活動支援センター　傾聴講座18名
◦ボランティア活動助成　交付8団体
　ボランティア活動ポイント制の導入
◦長野市災害ボランティア活動・支援
　参加ボランティア42名　職員3名
福祉教育事業
◦福祉活動推進助成　交付13校・園
◦子どもボランティアスクール
　登録者8名　活動回数7回
◦福祉出前講座　15回
広報活動等
◦第17回やまがた社会福祉大会
　来場者317名　講演講師　武田邦彦氏
◦社協だより（ぼらっち）発行　隔月
◦会費募集、理事会・評議員会開催
◦職員の資質向上　他
その他
◦介護職員初任者研修　受講者12名
福祉サービス利用援助事業
◦日常生活自立支援　　
　相談件数2件　契約件数5件
子育て支援事業
◦病児保育　延利用人数68名

居宅介護支援事業
◦介護給付　1,910名　◦予防受託　延べ448名
訪問介護事業
◦介護保険事業　延べ8,180名
◦訪問型サービスA　延べ342名
◦障害者居宅介護　延べ2,566名
◦外出支援　延べ422名

デイサービス事業
◦やすらぎ（360日営業）　延利用者数7,333名
◦ふれあい（309日営業）　延利用者数6,534名
◦ほほえみ（309日営業）　延利用者数5,617名
ショートステイ事業
◦延利用者数　5,434名

一般福祉事業
財源：社協会費、共同募金配分金、寄付金、補助金、助成金、介護保険事業の収益

公的福祉事業（介護保険事業） 財源：介護報酬、利用料、受託金

高齢者福祉事業
◦ぬくもりの家　5回開催
◦いきいきつどいクラブ　延利用者数2,584名
児童青少年、福祉教育事業
◦子どもの学習支援　5～7月まで12回　利用児数3～4名

地域貢献事業
財源：介護保険事業の収益

2



◦古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じハガキ （受付順・敬称略）
（令和２年７月９日までの受付順）

・ミズタニバルブ工業㈱　・特別養護老人ホーム椿野苑
・同朋会在宅介護支援センター　・野々村建設㈱　・世界心道教高富教会
・松井好子　・㈱高富運輸　・日比野　・匿名8名

ありがとう
ハート

＊＊＊令和元年度決算報告（資金収支内訳表）＊＊＊
（単位：円）

勘定科目 一般福祉事業 公的福祉事業 合　計

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

会費収入 5,200,100 0 5,200,100 
寄付金収入 369,491 0 369,491 
経常経費補助金収入 37,246,384 0 37,246,384 
受託金収入 5,243,300 4,324,618 9,567,918 
事業収入 1,682,514 0 1,682,514 
介護保険収入 0 308,917,835 308,917,835 
障害者福祉サービス等事業収入 0 7,694,154 7,694,154 
受取利息配当金収入 155,202 510,548 665,750 
その他の収入 3,355,862 2,745,716 6,101,578 
事業活動収入計 53,252,853 324,192,871 377,445,724 

支
　
　
出

人件費支出 56,875,762 251,070,632 307,946,394 
事業費支出 6,642,490 35,380,675 42,023,165 
事務費支出 10,435,120 17,177,642 27,612,762 
共同募金配分金事業費 2,928,337 0 2,928,337 
助成金支出 341,000 0 341,000 
負担金支出 17,000 0 17,000 
その他の支出 346,630 0 346,630 
徴収不能額 0 14,877 14,877 
事業活動支出計 77,586,339 303,643,826 381,230,165 

事業活動資金収支差額 -24,333,486 20,549,045 -3,784,441 

施
設
整
備
等
収
支

収入 施設整備等収入計 0 0 0 

支
　
出

基本財産取得支出 46,500,000 0 46,500,000 
その他の固定資産取得支出 907,200 4,031,933 4,939,133 
施設設備等支出計 47,407,200 4,031,933 51,439,133 

施設設備等資金収支差額 -47,407,200 -4,031,933 -51,439,133 

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

社会福祉資金積立資産取崩収入 46,500,000 0 46,500,000 
公的福祉事業拠点区分間繰入金収入 22,968,030 0 22,968,030 
退職手当積立基金預け金取崩収入 11,304,380 0 11,304,380 
その他の活動収入計 80,772,410 0 80,772,410 

支
　
　
出

経営安定化積立資産支出 0 152,974 152,974 
一般福祉事業拠点区分間繰入金支出 0 22,968,030 22,968,030 
退職手当積立金預け金支出 9,278,420 0 9,278,420 
その他の活動支出計 9,278,420 23,121,004 32,399,424 

その他の活動資金収支差額 71,493,990 -23,121,004 48,372,986 
当期支給収支差額合計 -246,696 -6,603,892 -6,850,588 
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　令和2年度社会福祉協議会会費（中間報告）は、下記のとおり皆様のご理解ご協力を
いただくことができました。厚くお礼申し上げます。会費は市内の高齢者福祉、障が
い者福祉等、地域福祉の充実を図るために活用させていただきます。なお、継続して
ご協力をお願いしております。

3,826,000円
のご協力をいただきました。（賛助会費を除く）

賛助会費にご協力頂きました企業・施設様につきましては、
社協だより10月（160号）にて報告・掲載させていただく予定でございます。

（内訳）
一般会費	 3,616,000円
特別会費	 210,000円

〈一般会費地区別一覧〉	

地区名 世帯数（世帯） 金　額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金額（円）
高　富 1,743 871,500 北　山 92 46,000
富　岡 1,590 795,000 葛　原 228 114,000
梅　原 376 188,000 谷　合 169 84,500
桜　尾 411 205,500 北武芸 250 125,000
大　桑 335 167,500 乾 258 129,000
伊自良北 268 134,000 富　波 321 　160,500
伊自良南 541 270,500 西武芸 650 325,000

合　計 7,232 3,616,000

一般会費　　　1口　500円

❖10口	 丹羽英之　今村智之　松久秀雄

❖5口	 大沢登美子　武藤嘉邦　村瀬眞理子
	 平田久美子　池戸和人　村橋詳子
	 古田豊行　日比野良和　長野昌章
	 木田 子　木田照夫　杉山正義
	 下久保義喜　梅田義孝

❖3口	 4名	

❖2口	 2名

❖1口	 94名

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円

社協会費のご協力
ありがとうございました

（令和２年７月９日現在）
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あたたかいお気持ちありがとうございます♥♥♥ ♥♥♥
地域のみなさまから本会へご寄付をいただきましたので、ご紹介します。

みなさまからの寄付金等は、全額地域福祉事業に活用させていただきます。〈敬称略〉

◦匿名…………………………… 100,000円
◦こもりいとこ会………………… 20,111円
◦匿名……………………………… 20,000円
◦山田　由美子…………………………はがき

◦匿名……………………………バスマット他
◦匿名…………………………フェイスタオル
◦匿名………………………切手（3,720円分）
◦匿名…………………………チキンラーメン

「 フードバンク 」 に
ご協力いただける方を募集しています！

今こそ助け合おう！！

　「フードバンク」は「食料銀行」を意味し、まだ食べることができるのに様々な理由
で処分される食料を困っている方に届ける活動です。現在、本会ではフードバンクを実施し
ていますが、今後、事業を継続していくには、本会の財源だけでは間に合いません。地域の
みなさまのお力添えが必要となります。

食料提供にご賛同いただける場合、予め本会へのご登録をお願いします！

 今後は食料に困っている方の登録募集も行う予定です。

対象食品 基本的に日持ちするものが
望ましいですが、

場合によっては生鮮食品の
受付も可能ですので、

本会までお問い合わせください。

事前に登録いただい
た方からの食料提供

食料支援を必要と
している方の元へ社協にて

備蓄

フードバンク事業の流れ

玄米
※前年度生産の
　ものまで

食料品
◦缶詰　◦レトルト食品　◦クッキー　
◦インスタントラーメン　◦ふりかけ
◦野菜（比較的日持ちする根菜類など）
◦ペットボトルや缶の飲料　　など
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車いすでの外出にお困りの方々の力になりたい
　山県市社協では、車いすでの外出にお困りの方に福祉車輌の貸し出しを行っています。
「レンタカーや介護タクシーを頻繁に使うと高いしなぁ…」という方はぜひご利用くださ
い！（車いすも貸し出し可能）

◦対　象　者：車椅子利用者（要援護者）又は、
　　　　　　　運転者が山県市内在住
◦利　用　料：20円/㎞の実費
◦運　　　転：ご家族・ご親族等
◦予　　　約：3か月前から可能
◦問い合わせ：山県市社会福祉協議会
　　　　　　　（0581-52-3010）
※初回利用は登録が必要です。

本会職員が地域に出向き福祉出前講座を実施しています。介護、健康、防災、詐欺防
止についてのお話や一緒に体操などを行いますのでお気軽にお問い合わせください！

介護・健康（講話）

◦介護保険申請について
◦デイサービス体験
◦福祉用具について
◦栄養士のお話
◦認知症について

防　災
◦身近なものでつくる防災グッズ
◦防災、減災について

その他
◦悪徳商法対策など

体操・脳トレ
◦がんばらない体操
◦嚥下体操・機能改善体操
◦基礎体力テスト
◦介護予防体操
◦失禁予防体操

【費 用】 無料
【対 象】 自治会・ふれあいサロン・学校
　　　  など

他にもボランティアや
講師を紹介しお繋ぎする
こともできます。
お気軽に相談ください！

～福祉出前講座のご案内～
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令和２年
8月1日発行

山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2259 山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

NO.159

●団体… 68団体 （1,773名）
●個人… 65名 （令和2年6月30日現在）題字　長屋 三千代さん（谷合）

今こそ災害ボランティアが重要です！！
　近年毎年のように甚大な災害が発生し、被災地ではボランティアの力が必要となっています。被
災地での災害ボランティアの活動は、支援を求める被災者のニーズと、支援をしたいという方の熱
い思いで成り立っています。この思いがすれ違わないようにすることは重要ですが、コロナ禍での
災害ボランティアは活動が制限されることも予想されます。活動希望者は全国社会福祉協議会ホー
ムページをご確認いただくか、被災地の災害ボランティアサポートセンターへ問い合わせてから活
動してください。

災害ボランティアに行かれる前に！！
　ボランティア活動保険に必ず加入してくださ
い。被災地でも加入は可能ですが、被災地での
負担と、コロナ禍で少しでも人との接触を避けるため、居住地の社会福祉協議会で加入するように
してください。また、居住地の社会福祉協議会で事前に加入しておけば、被災地までの移動におけ
る事故も対象となります。
※活動中に新型コロナウイルスに感染した場合も保険適応となります。

基本プラン 天災・地震補償
プラン

350円 500円

年間
保険料

マスクが1,778枚
集まりました！（6月30日現在）
　マスクを寄付いただきましてありがとうございました。集
まったマスクは市内福祉施設や生活福祉資金の貸付を申請され
た方などにお渡ししました。
 寄付者（敬称略）
農業生産法人ヤマガタ農産(株)、(株)田中繊維、佐野民謡、白
木縫製、妙楽寺門信徒一同、JAぎふ女性部伊自良支所、大西
かおる、大野照子、松井好子、鳥澤クリニック、西森澄子、速
水京子、信田桃李、匿名14名
　この他にもマスク回収箱に多く投函していただきました。ま
た、多くのボランティアさんに手作りマスクの作成にご協力い
ただき、ありがと
うございました。

長年地域のために奉仕活動や善
行活動をしてくださった団体が
岐阜県より表彰されました。

◦ボランティア団体
山県市母子寡婦福祉会

白木縫製 JAぎふ女性部
伊自良支部

のぎくの会

岐阜県表彰
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再生紙を使用しています。 この印刷物は地球に優しい植物油を使
用したインキで印刷されています。8

　　　　　　　　 　 介護職・ヘルパー

いきいきつどいクラブ再開のお知らせ

パート介助員（デイサービス、ショートステイ）
時給：	無資格… ………………………900円～
	 ヘルパー2級・
… 介護職員初任者研修修了…… 940円～
… 介護福祉士… ……………… 1,090円～
※時間外・休日加算、交通費支給あり

ホームヘルパー
時給：	ヘルパー2級・
… 介護職員初任者研修修了…… 1,110円～
… 介護福祉士… ……………… 1,240円～
※時間外・休日・移動等加算、車賃借料支給あり

有休がとりやすい
各種助成制度あり、病児保育施設あり

急募！！

７月からいきいきつどいクラブを再開しています！！
ただし、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため下記のとおり規模を縮小しておこないます。
新型コロナウイルスの感染が拡大する危険性が強まった場合は中止させていただきます。

❶時間を短縮します。（10:00〜12:15）
❷飲食を禁止します。（お茶などの水分補給
程度は構いません。）
❸必ずマスクを着用してください。
❹自宅で検温し37.5℃以上ある場合はお休
みしてください。（熱がなくても体調が思わ
しくないときは利用を控えてください。）
❺センターでは人と一定の距離を保ってく
ださい。
❻利用料は100円です。

※その他、職員の指示に従ってください。
※新たに利用希望される方は本会までお問い
合わせください。

お休みされる場合は必ず前日までに電話を
お願いします。
気を付けてお越し
ください(^O^)

上記は作成時点の情報であるため詳細はTEL
にてご確認ください。
お問い合わせ	 …52-2800（担当：飯尾・長屋）

福祉・育児用具ゆずりあい
　本会では、地域の方からおゆずり頂いた
福祉用具（電動ベッドやポータブルトイレ
等）を、地域で必要とされる方々へおゆず
りする事業を行っています。「新品のもの
じゃなくても良いからゆずってほしい！」
という方は本会にご連絡ください。
※ゆずりあい事業は
登録制となっております。

　企業、施設を社協だよりでPRすること
ができます。低価格で市民へ周知できるこ
の機会をお見逃しなく！

掲載条件…本会の賛助会員であること
掲 載 料…1回につき2,000円
申し込み方法…所定の申請書に広告データ
を添えて本会窓口に提出してください。
※詳細は本会（52-3010）までお問い合わ
せください。

広告募集
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