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　居場所づくりの一環として「ほっこり農縁」を開園しました！詳しくは6ページをご覧ください。
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山県市社会福祉協議会 居場所づくり〜あったか広場やまがた〜

笑顔で
つながれる
場所



令和３年度  山県市社会福祉協議会事業報告
＊＊＊事 業 報 告＊＊＊

◦　

居宅介護支援事業
◦介護給付　1,812名　◦予防給付　520名
訪問介護事業
◦介護給付　5,360名　◦総合事業　1,285名
◦訪問型サービスA　356名
◦外出支援　191名
◦障害者居宅介護　2,913名

デイサービス事業
◦やすらぎ（357日営業）　延利用者数6,607名
◦ふれあい（306日営業）　延利用者数6,088名
◦ほほえみ（299日営業）　延利用者数5,277名

一般福祉事業（地域福祉を推進する事業） 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

【法人運営事業】
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（9地区）
　小地域福祉活動助成金（2自治会）
　地域福祉活性化事業助成金（1団体）
　まちづくり推進役員会、研修会等（中止）
　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（4団体）
　継続支援の助成金交付（21団体）
　歳末ふれあいサロン交流会助成金交付（14団体）
　リーダー研修会
◦介護予防講座

高齢者福祉事業
◦ほほえみ冊子配付　冊子配付数550冊／月
◦高齢者の生活支援・コーディネート
　ちょこっとボランティア養成講座　23名
◦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　90名
◦新入学お祝い　記念品贈呈　152名

障害者福祉事業
◦福祉車両貸出　52件
◦福祉機器貸出・ゆずりあい　
　車いす、スロープ貸出　29件
　ゆずりあい　制服等学業用品　14件
◦障害者家族支援事業
　大人の発達障害講演会　27名
　バリアフリー交流会　13名

相談事業
◦福祉総合相談
　訪問相談　85件
　その他窓口相談（生活困窮等）　149件
　相談ポストの設置　市内6ヵ所　相談件数　4件

◦家計改善支援事業　契約者　5件
◦生活福祉資金貸付　相談件数　112件
◦ひきこもり支援　講演会　中止

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
　ボランティア講演会　35名
◦ボランティア活動助成　交付10団体
　ボランティア活動ポイント付与

福祉教育事業
◦福祉活動推進助成　交付13校・1園
◦子どもボランティアスクール
　登録者　23名　11回開催
◦福祉出前講座　3回

広報活動等
◦第19回やまがた社会福祉大会　144名
◦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
◦新事業
　居場所づくりPRのための本所お披露目会

【福祉サービス利用援助事業】
◦日常生活自立支援　相談件数　5件　　契約件数　9件

【子育て支援事業】
◦病児保育　延利用人数　16名

【デマンド型交通事業】
◦デマンド型交通事業
　延利用者数　2,600名

高齢者福祉事業
◦一般介護予防まめかなクラブ　延利用者数　1,123名

地域貢献事業 財源：介護保険事業の収益
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＊＊令和3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 5,106,500 0 5,106,500 
寄付金収入 1,052,795 3,222 1,056,017 
経常経費補助金収入 37,752,810 3,830,000 41,582,810 
受託金収入 18,255,624 6,406,563 24,662,187 
事業収入 227,250 0 227,250 
介護保険収入 0 219,367,292 219,367,292 
障害者福祉サービス等事業収入 0 8,446,658 8,446,658 
受取利息配当金収入 67,813 349,389 417,202 
その他の収入 117,613 1,930,580 2,048,193 
事業活動収入計 62,580,405 240,333,704 302,914,109 

支
　
　
出

人件費支出 59,532,861 189,070,090 248,602,951 
事業費支出 4,262,945 28,888,084 33,151,029 
事務費支出 12,376,851 15,692,587 28,069,438 
共同募金配分金事業費 3,656,637 0 3,656,637 
返還金支出 53,531 0 53,531 
助成金支出 90,000 0 90,000 
負担金支出 17,000 0 17,000 
その他の支出 526,238 0 526,238 
事業活動支出計 80,516,063 233,650,761 314,166,824 

事業活動資金収支差額 -17,935,658 6,682,943 -11,252,715 
施
設
整
備
等
収
支

収
入

固定資産売却収入 160,000 0 160,000 
施設整備等収入計 160,000 0 160,000 

支
出

固定資産取得支出 140,906,905 19,434,270 160,341,175 
施設設備等支出計 140,906,905 19,434,270 160,341,175 

施設設備等資金収支差額 -140,746,905 -19,434,270 -160,181,175 

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

積立資産取崩収入 121,759,905 121,759,905 
拠点区分間繰入金収入 125,386,191 0 125,386,191 
その他の活動による収入 2,023,980 0 2,023,980 
その他の活動収入計 127,410,171 121,759,905 249,170,076 

支
　
　
出

積立資産支出 0 
拠点区分間繰入金支出 0 125,386,191 125,386,191 
その他の活動による支出 8,465,760 0 8,465,760 
その他の活動支出計 8,465,760 125,386,191 133,851,951 

その他の活動資金収支差額 118,944,411 -3,626,286 115,318,125 
当期資金収支差額合計 -39,738,152 -16,377,613 -56,115,765 

　昨年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、複数の地域福祉事業は中止となり（事業報告参照）、
また、コロナ禍における福祉活動の減退により助成金
交付実績減と事業費支出は減りましたが、新本所建設
関係の支出によりマイナス決算となっています。
　人件費の財源につきましては、山県市からの補助金、
委託金で、不足分は介護保険事業（公的福祉事業）から
補填しています。

一般福祉事業 公的福祉事業

　一般福祉事業と同様に、新型コロナウイルス
感染拡大の影響で居宅介護支援事業においては
認定申請が減少、デイサービス事業においては
休業を余儀なくされ介護保険収入の大幅な減少
となりました。また、本所及びデイサービスふ
れあいの移転により積立資産の取り崩しを行い
ましたが、固定資産の取得と一般福祉事業への
補填のためマイナス決算となっています。
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フードバンク事業にて食料を寄付し
てくださった方 （々順不同・敬称略）
（令和4年5月1日～6月30日まで）

◦篠田時子……… 調味料・お菓子等
◦聖マリア女学院Sクラブ……… 砂糖
◦匿名…………………………… 精米
◦匿名………………… 食料品（乾物）
◦匿名……………………… 冷凍弁当

〜もったいないをありがとうに〜

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4年5月1日～6月30日まで）

◦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
◦佐伯清栄
◦富岡カラオケA
◦㈱山田養鶏
◦世界心道教高富教会
◦匿名７件

ありがとう
ハート

◦匿名3件

生活困窮者支援事業寄付金へ
ご協力いただき

ありがとうございました

（令和4年5月1日～6月30日まで）

寄付金額 　26,000円

♥ ♥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すべて、地域福
祉事業等に活用させていただきます。〈順不同・敬称略〉
（令和4年5月1日～6月30日まで）

◦匿名………………… 3,000円
◦匿名………………キーボード
◦匿名………………………造花
◦匿名……雛人形、こいのぼり
◦匿名………………洗濯用洗剤
◦匿名…焼きそば180袋
　　　　（市内福祉施設へ配付）

◦JAぎふ女性部
　岐阜北ブロック
　…タオル488本

ファミリーマート店舗におけるフー
ドドライブにたくさんのご協力をい
ただきありがとうございます。
山県市内（東深瀬・佐賀・伊自良・
岩佐口店）で行っています！

フードドライブへのご協力
ありがとうございます！

佐賀店4.6㎏ 東深瀬店22.0㎏伊自良店1.8㎏

ファミリーマート♥山県市社協

令和4年度より山県市社会福祉協議会に
新たな仲間が加わりました！

はじめまして。谷下翔馬です。
目標達成に向けた運動メニュー
作成が得意です。リハビリのこ
とならお任せください。
（デイサービスやすらぎ・ほほ
えみ担当）

谷下 翔馬（理学療法士）

はじめまして。早瀬渓です。
山県市の地域の皆様のお力添え
になれるよう頑張ります。

早瀬 渓（社会福祉士）

新入職員紹介
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介助者の
皆様へ

貸出場所のご案内

山県市社会福祉協議会本所（東深瀬696-1）
デイサービスセンターやすらぎ（岩佐1177-1）
デイサービスセンターふれあい（高木933）

利用料（燃料代込み）

20円/㎞

車いすご利用の方と一緒に外出することができる

福祉車両の貸出を行っています！
デイサービスセンターでは送迎車を活用しています。

貸出時間が限られますので、まずは【福祉車両受付センター】へお問い合わせください。

山県市社会福祉協議会（山県市東深瀬696-1）
受付時間……8:30〜17:30※土日祝日を除く

福祉車両受付センター

☎︎（0581）23-1211

山県市在住の方であれば
どなたでも利用できます。
貸出車両はすべて
軽自動車です！

緊急で車いすが必要になった方のために

車いす・スロープの貸出を行っています！
　本会では、ケガや病気などで一時的に車いすが必要になった方に対して、車いす・スロー
プの貸出を行っています。山県市在住の方であれば子どもから高齢者までどなたでも利用
することができますので、お気軽にお問い合わせください！

無料利 用 料 最長3か月まで貸出期間

転倒して足を怪我してしまい、
1か月間車いすが必要になってしまった！

こんな時に活用できます！

常時車いすが必要な場合は、介護保険等を
使って自分の身体にあった福祉機器を利用
しましょう。
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土が人を
育てる

　本会では、地域の中で誰もが孤立しないための居場所づくりとして「あったか広場やまが
た」を始動しました。その活動の一環として、山県市東深瀬の土地をお借りして、地域みん
なで作る「ほっこり農縁」を開園しました。この農園は、社会参加の場として、また、高齢者
から子どもまでほっこりと笑顔がつながる場（ご縁のある場）として地域の手で作り上げてい
きたいと考えています！

まめかなクラブでは、小物作りなどの講座を行っています。
中には少し難しい物もありますが、ボランティアさんや職員と一緒に楽しく挑戦しています！

開園!!ほっこり農縁
山県市社会福祉協議会 居場所づくり～あったか広場やまがた～

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ
みんなで楽しく介護予防！いつまでも元気に☆若々しく

参加には予約、講座参加費が必要な場合がございます。詳しくは23-1211までお問い合わせください。

職員が
草刈り・耕起して

野菜の苗を
植えました！

子どもボランティアクラブで
看板を設置しました。

プラバンでミニ鯉のぼり作り！
みなさん可愛く作れました

ちょっと難しい
折り紙でのコマ作りに挑戦！！

指先を使うので
脳トレにも
なりますね

綺麗な箸置きが
できました
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山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2104 山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

令和4年
8月1日発行

NO.171

●団体… 72団体 （1,856名）
●個人… 88名 （令和4年6月30日現在）題字　日比野 幸江さん（山県市谷合）

　介護保険サービスでは対応できない、高齢者のちょっとした困りごとをお助けする「ちょこっと
サポーター」として活動してみませんか？ちょこっとサポーターは、困ったときはお互い様の精神
で自分の得意なことを生かした住民同士の支えあいのボランティア活動です。

【開催日】9月8日(木)15:00〜16:00

【場　所】山県市社会福祉協議会（山県市東深瀬696-1）

【内　容】
ちょこっとサポーターの活動内容や仕組みについて
説明します。

その他
・簡単な草取り
・古紙の回収

など

布団干しと収納

ちょこっとサポーター活動事例

指先と頭を使う麻雀は介護予防に効果的です！
経験者でも初心者でも、楽しく健全に麻雀をしてみませんか？ 

ふれあい麻雀サロン
開催のお知らせ

【ふれあい麻雀サロンの趣旨】

元気！健康！笑顔！たのしいふれあい麻雀サロン
楽しく健全に実施するために3つの「ない」を原則とします！

「飲まない」「吸わない」「賭けない」

【場　所】ふれあいプラザ（山県市高木933）

【時　間】毎月第4水曜日9:00〜12:00 ※初回8月24日(水)

【参加費】無料（100円の喫茶サービスあり！）

◦ 新型コロナウイルス感染予防のためマスクの着用・手指消
毒・検温等にご協力ください。

◦ ふれあい麻雀サロンの趣旨に反した行為があった場合は、
その後の参加をお断りします。

会場周辺地図

西村歯科

山県市役所

消防署

至 高富トンネル

（デイふれあい併設）
ふれあいプラザ

♦ちょこっとサポーター説明会開催のお知らせ♦

お願い
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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。
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令和4年9月4日（日） 14:00～16:00

場所：美山中央公民館（山県市岩佐1177-1）
（開場13:30）

主催 社会福祉法人山県市社会福祉協議会　　後援 山県市健康介護課

佐賀大学文化教育学部卒業。在学中からボランティアで不
登校、ニート等の状態にある子ども・若者へのアウトリー
チ（訪問支援）に取り組む。卒業後、大学教授ら有志を募り
「NPOスチューデント・サポート・フェイス（略称S.S.F.）」
を設立。令和4年3月末日現在、委託事業を含む約58万2
千件の相談活動、約5万2千件のアウトリーチに携わった
他、市民活動団体を含む幅広い支援機関とのネットワーク
の構築や「職親制度」等社会的受け皿の創出、執筆や講演活
動など多彩な活動を通じて、社会的孤立・排除を生まない
支援体制の確立を目指している。

認定特定非営利活動法人
スチューデント・サポート・フェイス

代表理事　谷口  仁史　氏
講師

定員：150 名程度
当日参加OK！

参加費無料

ひきこもり啓発講演会

【申し込みについて】
◦住所・氏名・連絡先を本会までご連絡ください。（メール、FAX、LINE可）

TEL  0581-23-1211
FAX  0581-23-1235
mail  community@y-syakyo.or.jp　

締め切り：令和4年8月17日(水)
※新型コロナウイルス感染状況によって開催を急遽中止する場合があります。

【新型コロナウイルス感染対策についての留意点】
感染対策のため下記事項に当てはまる方は参加をお控えください。
◦平熱を1℃超える発熱がある。 ◦咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。
◦嗅覚や味覚の異常がある。  ◦体が重く感じる、疲れやすい等の症状がある。
◦過去5日以内に新型コロナウイルス感染症陽性者又は感染が疑われる方と濃厚接触があった。

LINE

当日参加も可能ですが、定員に達し
ている場合、入場できない可能性が
あります。

演題
地域ぐるみで考えよう！
「ひきこもり」について

ひきこもりでお困りの本人・家族・支援者、または、
関心のある方などどなたでも参加できます！


