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法人運営
●役員会等運営事業
理事会（３回  ※うち１回はコロナウイルス感染症の拡大防止のため書面決議）、
評議員会（２回  ※コロナウイルス感染症の拡大防止のため書面決議）、監査（２回）、
評議員選任・解任委員会（１回  ※コロナウイルス感染症の拡大防止のため書面決議）
老人福祉センター運営委員会、歳末たすけあい配分委員会、新庄市善意銀行運営委員会、会長表彰選考委員会（各１回）
●事務局運営事業
地域住民・関係団体等との連携による地域福祉事業の推進と運営
企画・広報・情報事業
広報「社協だより」の発行（３回）、ホームページ運営、各事業チラシ作成、フェイスブックの運営
地域福祉
●連絡調整育成指導事業
福祉事業推進ための各団体へ補助金交付 ３団体（戦没者遺族会、民生委員児童委員協議会連合会、更生保護女性会）
●生活福祉資金貸付事務事業
　低所得者世帯等の経済的自立を目的とした相談と貸付申請
　貸付件数 151件  ※内146件は、新型コロナウイルス感染症の影響により貸付条件が緩和された特例貸付 ／貸付総額 48,442,000円
●新庄市善意銀行貸付事業
一時的に生活に窮した世帯への相談と小口資金貸付　貸付件数 21件／貸付総額 469,000円
援護事業　
•災害等に遭われた世帯への見舞金 ０世帯  ※７月豪雨災害で罹災された世帯は含まれておりません。
•交通遺児世帯への激励金 １世帯（１名）
•フードバンク（生活困窮世帯へ食料品の提供）42世帯、地域（子ども）食堂などへの食料品の提供
心配ごと相談事業
　相談者の状況に応じた相談、関係機関との調整　一般相談 331件・弁護士相談 52件
●福祉バス管理事業
　福祉関係団体・老人クラブ等の研修会等　利用９件  ※令和２年７月より新車のバスを導入し、車椅子２台が乗車可能になりました。
●福祉サービス利用援助事業
　判断能力の低下により手続きや金銭管理が困難な方への支援　利用者 22名／相談件数 291件
●出前講座
　第２・４区の民生委員・児童委員協議会定例会において講話を実施しました。
社会福祉協議会表彰事業
•社会福祉事業に多大な貢献をされた方の功績に対する表彰
　会長表彰（永年勤続）４名　　会長感謝状 ８名・２団体
•長寿の方に対する敬老の祝い品を贈呈（祝詞を添え）
　白寿 24名（男６名 女18名）／米寿 261名（男86名 女175名）
高齢者福祉
第29回会長杯公式ワナゲ大会
ワナゲをきっかけにした高齢者の健康増進と仲間づくり
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になりました。
シニアタブレット教室
簡単にコミュニケーションや情報を得られるための通信端末操作を学ぶ講座
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和３年度に延期になりました。
愛のひと声運動事業
ひとり暮らし高齢者を対象としたヤクルト配達による安否確認
利用者 31名　　配達数 3,304回
●敬老会支援事業
町内会等で開催される敬老会行事に対しての一部経費の助成
開催地区 ５地区　　参加者 341名
●地域活動組織育成支援事業（地域ふれあいサロン）
高齢者の交流・趣味活動・介護予防等の自主的な活動を支援
実施地区 28か所　　実施回数 278回　　参加延数 2,659名
高齢者世帯等除雪支援事業
除雪が困難な高齢等世帯へのボランティアによる除雪支援
実施回数 19回（15世帯）　活動団体 11団体　延参加ボランティア 189名
元気・ハツラツ予防体操
高齢者の運動機能の向上を目的とした柔道整復師による介護予防体操
実施回数 15回　　参加人数 237名

令和２年度 事業報告 主要な実施事業をご紹介いたしします
マークの事業は共同募金の配分を受けて実施

老人福祉センターの運営
●高齢者の生きがいづくり、趣味活動や交流機会の場の提供
センター利用延人数 7,476名／利用団体数 767 団体
文化教室の開催（生け花教室、スポーツ吹矢教室）
※老人福祉センターまつりは新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になりました。

共同募金
●赤い羽根共同募金　　　募金総額  6,189,807円
募金の配分金は福祉施設や地域福祉事業に活用されます。
●歳末たすけあい募金　　募金総額  1,987,600 円
支援を必要とする世帯が心豊かに年を越せるよう激励金の贈呈。
児童福祉
●放課後児童健全育成事業（学童保育所４か所の運営）
放課後、留守家庭の児童に対する様々な体験を通した保育の充実
•中央学童保育所年間利用者延数　　　　　　8,602名
•北辰学童保育所年間利用者延数　　　　　　4,020名
•日新放課後児童クラブ年間利用者延数　　　13,391名
•萩野放課後児童クラブ年間利用者延数　　　6,864名
児童遊び場整備事業
地区が管理する遊び場における遊具の修繕費や保全整備に
必要な原材料の補助
•遊具修繕　 ３地区（修繕等に必要な経費補助）
•原材料支給 15地区（ペンキやさび止めなどの支給）
ボランティア活動
●ボランティア活動推進事業（研修、情報提供や活動場所の調整）
•大工ボランティア、チョキボラ（理容ボランティア）との協働
•７月の豪雨災害における災害ボランティア活動  ※ボランティア研修会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になりました。
●ボランティア活動に関わる保険加入の受付業務、活動団体把握
地域包括支援センターの運営
●保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー（主任介護支援専門員）と認知症地域支援推進員・
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を中心とした高齢者の総合的な支援の実施
•総合的な相談窓口（総合相談支援業務）
•権利を守ること（権利擁護業務）
•介護予防や健康のこと（介護予防ケアマネジメント業務）
•介護相談や介護支援専門員の支援（包括的・継続的ケアマネジメント）
•認知症に人や家族を支える地域づくり
　いっぷくオレンジカフェ 10回　参加人数 83名
　認知症サポーター養成講座 ３回　46名養成
•地域の支え合い体制づくり
　筋力運動や口腔体操を取り入れた通いの場の支援　参加者数 2,004名
•地域ケア会議の開催（多職種協働による事例検討を通じた自立支援やネットワーク構築、地域課題の把握や地域づくり）
•一人暮らし高齢者世帯への巡回訪問
在宅介護等支援
●もみの木介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　●もみの木訪問介護事業所
利用者の相談に応じた効果的な介護計画等の作成　　　資格と経験豊富なヘルパーによる質の高いサービスの提供
介護支援事業　　　　　：1,735件　　　　　　　　　　訪問介護事業　　　　　　　　：703件
介護予防ケアプラン　　：359件　　　　　　　　　　障害者自立支援事業　　　　　：84件
要介護認定調査　　　　：137件　　　　　　　　　　ひまわり介護サービス事業　　：66件
合計件数　　　　　　　：2,231件　　　　　　　　　　合計件数　　　　　　　　　　：853件

老人福祉センタ―「生け花教室」

放課後児童クラブの子供たち

いっぷくオレンジカフェ

（単位：円）

法人・地域福祉事業
100,424,648
法人・地域福祉事業
100,424,648

会費  7,794,530会費  7,794,530

地域包括支援センター
運営事業  69,937,257
地域包括支援センター
運営事業  69,937,257

老人福祉センター
運営事業  6,589,666
老人福祉センター
運営事業  6,589,666

法人・地域福祉事業法人・地域福祉事業法人・地域福祉事業法人・地域福祉事業法人・地域福祉事業法人・地域福祉事業
100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648100,424,648

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター
運営事業  69,937,257運営事業  69,937,257運営事業  69,937,257運営事業  69,937,257運営事業  69,937,257運営事業  69,937,257

支出合計
253,468,522円

収入合計
253,468,522円

経常経費補助金
18,673,452
経常経費補助金
18,673,452

寄付金  593,860寄付金  593,860

受託金
99,122,652
受託金
99,122,652

介護保険
80,441,356
介護保険

80,441,356
貸付事業  370,000貸付事業  370,000

利用料  1,029,935利用料  1,029,935

障害福祉サービス等
9,442,060

障害福祉サービス等
9,442,060

受取利息配当金
11,909

受取利息配当金
11,909

その他の収入
2,287,519

その他の収入
2,287,519

積立資産取崩  2,868,120積立資産取崩  2,868,120
拠点区分間繰入金  17,787,000拠点区分間繰入金  17,787,000
サービス区分間繰入金  11,528,400サービス区分間繰入金  11,528,400

前年度繰越金  1,517,729前年度繰越金  1,517,729
【令和２年度 決算のあらまし】

支出の部収入の部
除雪ボランティア活動

元気・ハツラツ予防体操

介護等支援事業
76,516,951

介護等支援事業
76,516,951
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赤い羽根共同募金のお願い赤い羽根共同募金のお願い

令和３年度  重 点 目 標
（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づく地域福祉の推進
　本会は、市と連携しながら第３期地域福祉計画・第４期地域福祉活動計画を策定し、本年度は「地域住民
と行政の協力による福祉の充実　支え合い　助け合いのまち」を基本理念に掲げた計画期間の初年度となり
ます。
　地域全体で支え合う「地域共生社会」の実現に向け、地域課題を把握し、地域福祉の基本理念や施策の方
向性を共有しながら具体的な活動を実践に移せるよう、市と一体となって地域福祉を推進してまいります。

（２）ボランティアセンター体制の充実とボランティア・市民活動の推進
　支え合いのかたちの再編を目指し、「支える側」と「支えられる側」の垣根を越えて、お互いに地域全体
で支え合う「地域共生社会」の実現に向けた取り組みの一つとして、地域住民一人ひとりが協働するボラン
ティア・市民活動をより推進する必要があります。
　そのためには、ボランティアや地域リーダーの育成が不可欠であることから、ボランティア養成講座を開
催して人材を育成すると共に、ボランティア名簿作成、活動場所の把握、受け入れ側とのマッチングを強化
することで、地域力の強化、地域住民の地域福祉活動への参加促進、ボランティア・市民活動の推進を図り
ます。

（３）災害時支援体制の強化とネットワーク構築
　近年、多発する大規模な自然災害等においては、社協が「災害ボランティアセンター」を運営し、被災し
た住民に対して幅広い支援活動を展開することが求められており、災害支援に向けた体制の整備やネット
ワークの構築が必要となります。
　「災害ボランティアセンター運営マニュアル」を再確認しつつ、市防災訓練等に参加することで、地域住民、
新庄青年会議所、行政と連携しながら「災害ボランティアセンター」が運営できるよう、災害支援体制の強
化を図ってまいります
　また、災害において、ボランティアを速やかに確保できるようボランティア名簿を作成すると共に、ホー
ムページ、フェイスブックにて周知できる体制を整えます。

（４）包括的支援体制の整備
　近年、ダブルケア（子育てと親等の介護が重なる）、8050問題（80代が50代の子と同居し経済的支援を
する状態）、こどもの貧困、虐待問題、ひきこもり等、社会的孤立を共通の背景とした課題を抱えた世帯や、
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活に困窮する世帯の相談が増えています。
　本会は、地域住民の困りごとを受け止める部署のほか、介護事業や地域包括支援センターを運営しており、
複数の課題を抱える相談者が横断的に支援を受けられ、課題解決まで寄り添った支援が出来るよう一体的に
取り組みます。
　また、本会だけで対応が困難な相談は、確実に他機関へ繋ぎ、制度の枠を超えた連携を図ることで、包括
的支援体制を整備すると共に、民生委員・児童委員、健康福祉推進員、福祉・医療関係機関、行政等と連携
することで、潜在的な支援ニーズを有する方の存在を早期に把握し、支援や見守りを強化してまいります。

支出の部収入の部

赤い羽根共同募金
～ありがとうメッセージ～
令和２年度中に皆様より頂いた募金が、様々な施設で役立てられています

※令和２年度配分として上記施設のほか、すぎのこハウス、かねやまハウスへ配分しております。

～皆様のご厚意が、様々な福祉活動で役立てられています～

　今年も10月１日より、「赤い羽根共同募金」運動が始まります。

共同募金は、誰もが安心して暮らせるまちづくりのための助け合い活動です。

　皆様からお預かりした善意の募金は、地域で支援を必要とする高

齢者や障がいのある方々、福祉施設や福祉団体、児童の健全育成支

援、災害時支援などに活用させていただいております。

　今年も皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

共同募金は、誰もが安心して暮らせるまちづくりのための助け合い活動です。

新庄幼稚園ジュニアクラブ なかよし放課後学童クラブ

（単位：千円）

支出合計
274,318千円

収入合計
274,318千円

受託金 105,242受託金 105,242

介護保険 55,813介護保険 55,813

寄付金 510寄付金 510
補助金 10,277補助金 10,277

障害福祉 9,060障害福祉 9,060
介護予防 20,014介護予防 20,014

総合事業 6,972総合事業 6,972
利用料 1,692利用料 1,692
雑収入 182雑収入 182

受取利息配当金 15受取利息配当金 15
受入れ研修費 102受入れ研修費 102
経理区分間繰入金 34,434経理区分間繰入金 34,434

前年度繰越金 15,203前年度繰越金 15,203
【令和３年度 予算のあらまし】

法人運営・
地域福祉事業 104,612
（うち共同募金
　　　配分事業 6,435） 

法人運営・
地域福祉事業 104,612
（うち共同募金
　　　配分事業 6,435） 

介護等支援事業 88,727介護等支援事業 88,727

老人福祉センター
運営事業 6,798
老人福祉センター
運営事業 6,798

地域包括支援センター
運営事業 74,181
地域包括支援センター
運営事業 74,181

会費 7,780会費 7,780

貸付事業 999貸付事業 999

共同募金配分金 6,023共同募金配分金 6,023
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　本会では、ボランティア活動をしたい方へボランティ
アの情報提供や調整を行っているほか、安心して活動が
出来るよう、保険加入の受付を実施しております。
　近年では、身近な地域においても豪雨災害などが増え
てきており、それにともない、災害ボランティアの活躍
も増えてきております。ボランティア登録をいただくこ
とで、ボランティア研修等の情報提供や災害時、災害ボ
ランティア活動を幅広く募集させていただきたいと考え
ております。登録申請書が本会にございますので、ぜひ、
ご登録をよろしくお願いします。　☎ 22－5797

　身近な場所に集まり、語らい、いつまでも健康で介護が必要ない身体づくり…
　そして、地域で気づき合える仲間ができる自主的な活動です！人数は５名程度からの集ま
りで、毎月開催していただきます。社協では、活動費等の助成や必要に応じて、活動への助言、
支援員等の派遣を行っております。

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断することが十分でない方
に対して、その方の権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

ボランティア登録（団体・個人）のお願い！

社協会費を納入いただきありがとうございました
　令和３年度の会費納入（一世帯あたり800円）につきまして、市民の皆様から多大なる
ご協力をいただきまして、心よりお礼申し上げます。
皆様からの会費は、地域福祉活動を支えるための貴重な財源
として有効に活用させて頂きます。
　社協は「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目
指し、在宅福祉や地域福祉の諸活動を市民の皆様との協働に
より充実させてまいりたいと考えておりますので、今後とも
ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(令和３年３月２日～７月1日)

皆様のあたたかいご厚意に感謝申し上げます
文房具、はがき、切手

10,000円
30,000円

タオル雑巾100枚
碁盤セット、将棋セット

白米30kg
100,000円
100,000円

食料品３点、フェイスタオル17枚
玄米30kg
10,000円

●井澤千佳子 様　…………………………
●今田　　勇 様　………………………………………
●日新学区婦人会 様　…………………………………
●沼田学区婦人会 様　…………………………
●匿名 様　………………………………
●匿名 様　………………………………………………
●匿名 様　……………………………………………
●匿名 様　……………………………………………
●匿名 様　……………………
●匿名 様　………………………………………………
●匿名 様　………………………………………………

皆様から頂いた善意は、地域福祉の向上のために
大切に活用させていただいております。

昨年７月の豪雨災害における、市内
本合海地区での災害ボランティア活動

お気軽にお問い合わせください。  ☎ 22－5797

●開設経費：２万円（立ち上げ時のみ）
●活 動 費：参加者数に応じて
　　　　　　４～６千円/年
●会 場 代：２千円/月までの実費
●講 師 代：５千円/年
●月３回以上開催し、かつ運動を取り入れて
　いる場合５千円/年

■助成の一覧■

コロナ禍においても、十分な間隔を空けて
体操する下田町「つどい」のみなさん

成年後見制度ってなんだろう？

お気軽にお問い合わせください。  ☎ 22

成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？ってなんだろう？
せいねんこうけんせいど

成年後見制度とは？

家庭裁判所から選任（親族や専門職）され、本人の生活の配慮や財産の管理を行い、
本人を保護、支援します。成年後見人とは？

せいねんこうけんせいど

せいねんこうけんにん

≪相談例≫
•一人暮らしの高齢の叔母が認知症になり、施設入所することになった。
　自宅の処分をしたいが、本人は手続きができない。
•遠方で暮らしている、義兄の金銭管理が難しくなってきたが、
　身近に頼れる親族がいない。

•福祉サービスなどの契約
•不当な契約の取消し　
•預貯金や不動産の管理など

後見人ができること
•本人の保証人や身元引受人
•手術や医療の同意
•本人の介護や付添い
•結婚、離婚の意思表示など

後見人ができないこと

地域包括支援センターでは、成年後見制度の説明や相談に対応いたします。
新庄市地域包括支援センター  ☎ 28－0330

※寄付受付順
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再生紙・植物油インキを使用しています。

▼問い合わせ・申し込み先▼
新庄市老人福祉センター 

もみの木介護支援事業所

新庄市社会福祉協議会（社協）事務局

もみの木訪問介護事業所

新庄市地域包括支援センター 

TEL.23－3077

TEL.28－7345  FAX.28－7346

TEL.22－5797　FAX.22－0820

TEL.22－5790　FAX.22－0820

TEL.28－0330　FAX.28－0331
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社協案内図

新庄市社会福祉協議会
もみの木介護支援事業所
もみの木訪問介護事業所

新庄市地域包括支援センター

セブンイレブン

ここです

■職　　種　訪問介護員（ホームヘルパー）
■勤務時間　7：00～21：00のうち１時間以上
　※勤務時間、勤務日数など調整が可能です。
　　ダブルワークの方も歓迎します。
■待　　遇　時給1,045～1,295円
　※早朝・夜間割増および年末年始手当あり
　※事務賃金の支給あり
　※介護職員処遇改善加算手当あり
　※車両の借上料としてガソリン代の支給あり
　※年次有給休暇あり
　※資格取得、就労年数に応じて昇給あり
■内　　容　身体の介護／生活の援助
■年　　齢　不問
■資　　格　１.介護職員初任者研修修了者
　　　　　　　 （ヘルパー２級以上）
　　　　　　　 介護職員実務者研修修了者、
　　　　　　　 介護福祉士のいずれかを有する方
　　　　　　２.普通自動車免許（AT限定可）
■問い合わせ先　☎２２－５７９０

■職　　種　訪問介護員（ホームヘルパー）
勤務時間　7：00～21：00のうち１時間以上

～ 新庄市社協の職員募集のお知らせ ～

勤務時間　7：00～21：00のうち１時間以上勤務時間　7：00～21：00のうち１時間以上

～ 新庄市社協の職員募集のお知らせ ～～ 新庄市社協の職員募集のお知らせ ～ 放課後児童クラブでは、お手伝いして
いただける方を募集しています。
日新放課後児童クラブ、萩野放課後児童クラブ、
新庄放課後児童クラブ、明倫放課後児童クラブ
で勤務している職員がお休みの時にお手伝いし
ていただける方を募集しています。
　時　給：９５０円
■問い合わせ先　☎２２－５７９７

　６月23日の理事会において、会長・副会長・
常務理事が次のとおり選定されました。
●会　　長　沼澤　稔（再任）
●副 会 長　小原芳子（再任）笹原啓一（再任）
　　　　　　福井栄子（再任）
●常務理事　冨樫雄二（再任）

～住み慣れた自宅でいつまでも暮らせるように～

信頼できる６人のケアマネジャーが
適切なサービスにつなぎます!!

安心できる在宅介護をめざして

もみの木介護支援事業所
28-7345直通電話

受付時間／平日８：３０～１７：１５

★お気軽にご相談ください★

新型コロナウィルス感染症の影響による
休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ
　県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付
け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
　この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得
世帯以外に拡大、条件を緩和し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に
向けた、特例貸付を８月末まで（令和３年６月末時点）実施しています。

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり緊急か
つ一時的な生計維持のための貸付を必
要とする世帯
※低所得世帯等に限定した取扱を拡大
※新型コロナウイルスの影響で減収があれば、
　休業状態になくても、対象となります

■貸付上限額　20万円以内
■借入後、間を空けられる期間
　１年以内　※２月以内とする取扱を拡大
■返済の期限
　２年以内　※12月以内とする取扱を拡大
■利　子　無利子・保証人は要りません。
■申込先　新庄市社会福祉協議会

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により、生活に困
窮し日常生活の維持が困難となってい
る世帯
※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※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
　・（二人以上）月20万円以内
　・（単　　身）月15万円以内
　　貸付期間：原則３月以内
※場合によっては、さらに３月以内
　の延長や再貸付が受けられます。
■借入後、間を空けられる期間
　１年以内　※６月以内とする取扱を拡大
■返済の期限　10年以内
■利　子　無利子・保証人は要りません。
※保証人ありの場合は無利子、なしの場合は
　年1.5％とする取扱を緩和
■申込先　新庄市社会福祉協議会

緊急小口資金
きんきゅうこぐちしきん

総合支援資金（うち生活支援費）
そうごうしえんしきん せいかつしえんひ

緊急かつ一時的に生計維持が困難とな
った場合に行われる少額の貸付です。

生活を立て直すまでの間に必要な生活
費の貸付です。

※郵送でのお申込みもできます。
※QRコードより、全国社会福祉協議会
のホームページがご覧になれます ⇒

○一般的なお問合わせは
■相談コールセンター
　☎0120－46－1999
　9：00～21：00（土日・祝日含む）

！ワンポイント！
両資金とも償還（返済）時において、
なお所得の減少が続く住民税非課税
世帯の償還を免除することができる
場合があります！


