
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

社協だより 令和3年6月1日 発行 第164号

表紙題字　江㟢 時子さん（山県市出戸）
山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク

社会福祉法人
山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
E-mail：info@y-shakyo.or.jp
ホームページアドレス：
http://www.y-shakyo.or.jp山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

予約
受付中

❶ 予約センターに電話します。

デマンドバス

山県市社会福祉協議会 （0581）52-3010申 込 先

利用希望日 4日前〜運行開始 30分前
月曜日第1便は前の週の金曜日17:00まで（平日8:30〜17:00）

予約受付期間

事前登録を行い、予約に応じる形で運行する地域公共交通です。目的地
に行く途中に同じ方向へ行く他の利用者がいた場合「相乗り（乗車定員9
名）」して利用することとなります。予約がない場合は運行しません。
必ず予約をしてください。

令和3年6月運行開始

デマンド
バスとは

利用方法
❶ 氏名
❷ 利用日
❸ 利用する便
❹ 乗るバス停
❺ 降りるバス停
❻ 利用人数

❸ 乗車時刻までに乗降場所に行きます。
※利用者が乗降場所にいない場合も時刻

どおりに出発します。余裕を持って出
かけましょう。

※各種障害者手帳又は後期高齢者医療被保険者証、運転経歴証明書をご提示ください。

一般 免許
返納者※

◦障害者※ ◦後期高齢者※

◦小学生
山県バスターミナルまで 200円 100円 無料

平和堂、岐北厚生病院まで 300円 150円 無料

運  賃

　経済的な理由などで生理用品を買うことができない市内在住の女性を対象に、令和3年6月1日～
生理用ナプキン1人1パック（22個入）、無料でお渡しします。（在庫がなくなり次第終了します。）
　山県市社会福祉協議会（山県市岩佐1177-1美山老人福祉センター内）・山県市役所福祉課、山県
市役所子育て支援課（山県市高木1000-1）のいずれかの窓口に設置の『希望カード』を受付に提出く
ださい。希望される方のお名前や住所はお聞きしませんので、お気軽にご利用ください。

 生理用品の無料配布を行います 

今月の社協だより　
令和３年度事業方針 …………………………… 2
令和３年度資金収支予算他 …………………… 3
一般介護予防事業「まめかなクラブ」他 …… 4,5

地域福祉活動助成金他 ………………………… 6
ぼらっち「地域つながり活動助成金」 ……… 7
デマンドバス、生理用品の無料配布について … 8

まずは事前登録を無料で行い、登録証をお渡しします。
やまがたの元気と健康と笑顔をつなぎあわせる！

一般介護予防事業「まめかなクラブ」スタート！

一般介護予防事業・通所介護・病児保育の複合施設

「ふれあいプラザ」もオープン！！

予約型乗合交通

❷ 乗車時刻を確認します。

〇時〇分頃にマイバス停に
うかがいます。

「マイバス停」とは、デマンドの事前登録を行う
際に、ご自身で決めたバス乗り場のことです。

❶ 登録しておいた山県花子です。　❷ 明日の　❸ 第1便で
❹ マイバス停から　❺ 岐北厚生病院まで
❻ 1名お願いします。

つなぎ（美山）

あわせ（高富・伊自良）

あわせ会場

あわせ（高富・伊自良）

つなぎ（美山）



　昨年から感染拡大が始まった新型コロナウイルス
により、社会情勢、市民の生活が大きく変化してい
ます。雇用環境は更に厳しさを増し、経済的に困窮
する世帯が急増し、山県市においても生活福祉資金
貸付の相談が激増しています。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止のための
自粛生活により、外出機会の減少、人との交流機会
の激減によって地域の繋がりは更に薄れ、また見守
り活動も減退し、社会的に孤立する世帯が増えてい
ると思われます。更には、外出機会が少なくなった
高齢者の身体機能、認知機能の低下といった問題も
生じています。
　このようなコロナ禍において、山県市社会福祉協
議会は、山県市地域福祉活動計画の基本理念「支え
あい　誰もが健やかに安心して暮らせるまち」に基
づき、社会・地域から孤立する人を早期に発見し支

援に繋ぐ福祉総合相談事業、また、地域の繋がりの
再構築、介護予防事業を強化していきます。更に、
今年度から受託する生活困窮者の家計改善支援事業
により生活困窮者世帯に寄り添い改善意欲を引き出
す相談に努め、山県市の生活困窮者の生活再生の支
援に力を注いでいきます。
　今年度は新本所の建設、デイサービスセンターふ
れあいの移転、山県市の委託を受け家計改善支援事
業の他にデマンド型交通等の事業もスタートさせま
す。来年春には本所移転を控えており、今年は飛躍
の年であり新生山県市社協スタートに向けた準備の
一年となるといえます。地域福祉事業だけでなく、
介護保険事業においてもＩＣＴの活用による業務の
効率化、改善を図ります。そして、サービスの質の
向上と、コロナ禍での地域共生社会を目指し、取り
組んでいきます。

●居宅介護支援事業…介護相談、ケアプランの作成
●訪問介護事業…
　ホームヘルパーによる身体介護、生活援助

●通所介護事業…デイサービスでの生活援助、機能訓練
●一般介護予防プログラム事業…
　65歳以上高齢者対象の介護予防事業（市 受託事業）

公的福祉事業（介護保険事業等） 財源：介護報酬、利用料、受託金

実施事業とその財源

令和３年度山県市社会福祉協議会事業方針

一般福祉事業（地域福祉を推進する事業）

●法人運営事業
【地域福祉事業】
見守り・助け合いネットワーク活動の推進、
ふれあいサロン支援事業・介護予防講座

【高齢者福祉事業】
ほほえみ冊子配付事業、カレンダー配付事業
生活支援・コーディネーター事業

【児童青少年福祉事業】
子育て支援事業

【障害者福祉事業】
福祉車両貸出事業、福祉機器貸出・ゆずりあい事業
障がい者家族支援事業

【相談事業】
福祉総合相談、生活困窮者支援（家計改善支援事業

（市 受託事業）、フードバンク事業）、生活福祉資金
貸付事業、ひきこもり支援、子ども食堂支援

【ボランティア推進事業】
ボランティア講座、ボランティア活動助成

【福祉教育事業】
福祉活動推進校助成、福祉出前講座、
子どもボランティアスクール

●福祉サービス利用援助事業
認知症高齢者等を対象とした福祉サービス利用の援
助、日常の金銭管理の援助

●病児保育事業
病気療養を要する幼児・児童の保育

●デマンド型交通事業（市 受託事業）
事前予約により運行する乗合型公共交通

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

▪ 令和3年度 山県市社会福祉協議会資金収支予算 ▪
（単位：千円）

収　　入 支　　出
会費収入 5,258 人件費支出 62,265 
寄付金収入 1,100 事業費支出 7,170 
補助金収入 37,512 事務費支出 16,583 
受託金収入 18,664 貸付事業支出 0  
事業収入 416 共同募金配分金事業費 4,368 
利息収入 32  助成金支出 650 
その他の収入 27  負担金支出 17  
施設設備等による収入 0  施設整備等による支出 146,789  
その他活動による収入 

（公的福祉事業の積立金） 128,619 その他活動による支出 10,205 

公的福祉事業より充当 57,549 予備費 1,130  

合　計 249,177 合　計 249,177 

一般福祉事業収支予算

（単位：千円）

収　　入 支　　出
補助金収入 3,567 人件費支出 190,938 
受託金収入 6,571 事業費支出 29,573 
事業収入 54  事務費支出 18,399 
介護保険収入 260,670 その他の支出 0  
障害福祉サービス等事業収入 7,830 施設整備等による支出 15,114  
利息収入 263  その他活動による支出 139,723 
その他の収入 2,128 予備費 1,859 
施設整備等による収入 0  繰越金 19,724 
その他活動による収入 134,247 

合　計 415,330 合　計 415,330 

公的福祉事業収支予算

◦伊自良北小学校……………………………8,354円
◦匿名…………………………………………1,493円
◦山県市母子寡婦福祉会…………………… マスク
◦山県市商工会女性部……………………… タオル
◦匿名………………………… 切手（270円×10枚）
◦匿名……………………………………… 文房具等
◦匿名…………………………… 未使用はがき79枚
◦匿名………………………………………… ポリ袋
◦匿名………………………………………… おむつ
◦匿名…………………………………… ノート26冊
◦匿名……………………………………… せっけん
◦匿名…………………… テレホンカード、文房具

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、すべて地域福祉事業に活用させていただきます。〈敬称略〉

あたたかいお気持ちありがとうございます♥ ♥

山県市商工会女性部の
皆さんからタオルを

寄付していただきました。

伊自良北小学校の
児童の皆さんから、
課外活動の収益金を

寄付していただきました。
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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3年4月30日まで）
◦世界心道教高富教会　◦はなぞの北幼稚園　◦天理教敬月分教会　◦石神 里子

◦同朋会在宅介護支援センター　◦特別養護老人ホーム椿野苑

◦ミズタニバルブ工業㈱　◦㈱岐北ホーム　◦藤田 南司　◦㈱山清　◦匿名3名

ありがとう
ハート

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者 
R3.3/6～4/30  ◦(有)本荘塗装

（4/30現在、申込書提出及び入金済みの方を掲載しております。敬称略）

健康体操や資格を持った専門職によるお役立ち講座、買い物、お出かけ、季節の行事
などを通して、意欲的に楽しみながら介護予防の取り組みができる場所です。

まめかなクラブとは？

緊急食料支援 定期利用

R2年度 68件（157人） 16世帯（48名）/月

R3.4月末現在 2件（5人） 16世帯（48名）/月

フードバンク提供実績（延べ人数）

食料を随時募集しております
玄米（生産から２年以内のもの）・乾物・お菓子などを募集しております。現在《レトルト食品

（カレー、パスタソースなど）》を特に募集していますので、ご協力をお願いいたします。

フードバンク事業にて食料を
寄付してくださった方々

● 匿名6件　（R3.3/2～4/30）

〜もったいないをありがとうに〜

※写真は
　一部です。

第1回食料回収BOXへの
ご協力ありがとうございました!!

まめかなクラブ1日の流れ　　

10:00〜

開始　利用料200円を払う
コーヒーなどを飲んで一休み
施設内で、運動や脳トレなどを行い、
マメー（施設内通貨）を獲得

12:00〜 昼食（ご自身で準備してください）

13:00〜

ボランティアさんによる体操や介護
予防に関する講座など（行事がない
日は、指定された運動や脳トレでマ
メーを稼いだり、会話をしたり、自
由に活動します。）

14:30〜15:00 終了

対象：高富・伊自良地域の65歳以上
日時：月・木（年末年始・祝日除く）
　　　10:00～15:00
場所：山県市高木933番地
　　　（ふれあいプラザ内）

まめかなクラブあわせ

対象：美山地域の65歳以上
日時：火・水・金(年末年始・祝日除く)
　　　10:00～15:00
場所：山県市岩佐1177-1
　　　（美山老人福祉センター内）

まめかなクラブつなぎ

一般介護予防プログラム実施事業

で楽しく過ごしませんか？

ブま め か な ク ラ

1回200円利用料

ご自身で来所できない場合は送迎サービスも行います。（要相談）
送迎定員：1日あたり14名（申し込みが多い場合は、調整させていただきます。）
※会場の近隣自治会の方はできる限りご自身での来所をお願いします。

送迎に
ついて

※コロナ対策を徹底しておりますが、感染拡大などの理由により、
　内容を一部変更する場合がありますのでご了承ください。その他

マメー（施設内通貨）とは？
施設内でのみ使うことのできるお金です。
介護予防につながる取り組みをすること
で獲得することができます。

マメーを貯めたらどうなるの？
マメーを使用して、お出かけをしたり、
イベントに参加したりするときに使え
ます。

スカットボール

イベント

脳トレ

　右写真にあるレクリ
エーションやイベントに
て、マメーを獲得したり
利用したりできます。
　このほかにも、たくさ
んのレクリエーションを
用意しておりますので、ご自身にあったペースで
活動していただけます。

お申し込みは 52-3010
（山県市社会福祉協議会）まで

集まった食料は、生活が困窮している方やひとり親家庭等へ配布
いたしました。みなさまの温かいお気持ちに感謝いたします。

自由におかわり
できます。

まめかなクラブは
山県市からの委託を受けて
実施しています。

輪投げ
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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

令和３年
６月1日発行

NO.164

●団体… 71団体 （1,739名）
●個人… 82名 （令和3年3月31日現在）題字　江㟢 時子さん（山県市出戸）

地域福祉活動助成金ふくしのまちづくり
を応援します！

　4月に、デイサービスやすらぎをご利用い
ただいている「早川志づ子様」が100歳のお誕
生日を迎えられ、お誕生日会を開催しました。
　ご本人もとても喜んでおられ、「こんなに
すばらしい会を開いてもらって、長生きでき
てよかった」と涙ながらに話されました。

100歳のお誕
生日おめでとうございます！

活動内容 助成限度額

①福祉学習
介護予防講座、高齢者体験、認知症予防体操等の福祉
学習や生涯学習などの研修会を実施する。

20,000円

②地域交流活動
軽スポーツ大会、福祉映画鑑賞会、高齢者と子どもの
交流会等多世代での交流活動を実施する。
※参加者が10名以上であること

10～20名 10,000円
21～30名 20,000円
31～40名 30,000円
41～50名 40,000円
50名以上 50,000円

③見守り活動
高齢者宅の訪問活動等、地域の見守り活動を年間を通
して定期的に実施する。

50,000円
（年度額）

④防災・防犯活動
避難訓練や図上訓練（DIG）、防災グッズ作製等に関す
る活動や防犯パトロール等を実施する。

50,000円
（年度額）

【対象となる活動と助成金額】

❶地区まめネット協議会
❷地区ふくしまちづくり推進員協議会
❸自治会を含む2以上の団体（10名以上かつ多世代が参加していること）
❹単位自治会（上記①〜④のすべてにおいて、助成額は上限10,000円）
※今年度の社協会費納入率により助成額が減額になる場合があります。

対象となる
団体

地域福祉係  TEL52-3010助成金の申請を希望される団体は、詳しい資料や申請
書等をお渡ししますので、本会へご連絡ください。

市内でコミュニティカフェ等の地域の居場所づくりやつながりづくりを行うボランティア
団体に対し、活動費を助成します。

ボランティア活動を応援します！

活動内容 助成限度額
❶コミュニティカフェの実施

子どもから高齢者まで多世代交流できるコミュニティカフェを年間6回
以上実施する。（子ども食堂なども可）
※1回あたりの利用者が20名以上であること

上限
100,000円

❷配食サービスの実施
高齢者、障がい者、生活保護世帯等を対象とした配食サービスを年間5
回以上実施する。
※1回あたりの利用者が20名以上であること

上限
100,000円

❸学習支援の実施
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間との出会い活動
ができる居場所づくり、進学に関する支援などを月に1回以上実施する。
※1回あたりの利用者が5名以上であること

上限
100,000円

❹買い物支援の実施
交通手段がない等で買い物が困難な高齢者、障がい者を対象に買い物
支援を月に1回程度実施する。
※1回あたりの利用者が5名以上であること

上限
60,000円

【対象となる団体】
◦本会にボランティア登録をし
ていること

◦ボランティア活動保険に加入
していること

◦市内に拠点をおいて活動して
いること

【その他】
◦助成金の申請を希望される団体
は、詳しい資料や申請書等をお
渡ししますのでご連絡ください。

◦この助成金は共同募金の配分金を
受けて実施しています。

地域つながり活動助成金

76


	社協やまがた21-6月号[01-08]
	社協やまがた21-6月号[02-03]
	社協やまがた21-6月号[04-05]
	社協やまがた21-6月号[06-07]

