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平成29年度  山県市社会福祉協議会

事業報告及び決算報告
＊＊＊事 業 報 告＊＊＊

地域福祉事業
◦地域福祉推進市民会議
　福祉まちづくり活動助成金（5活動）
◦小地域福祉ネットワーク活動
　福祉のまちづくり懇談会（8地区）
　小地域福祉活動助成金（6自治会）
　地域福祉活性化事業助成金（1地区）
　まちづくり推進役員会、研修会（高富、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）
　歳末ふれあいサロン交流会助成金交付（25団体）
　交流会、リーダー研修会
◦要援護者緊急搬送
高齢者福祉事業
◦友愛訪問　ほほえみ冊子 550冊／月発行、配付
◦ほほえみのつどい　（6か所で開催　延参加者 163名）
◦ふれあい弁当（おせち料理）の配付
　3回実施　514〜532食／回
◦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 81名
◦中学卒業祝い　図書カード贈呈 12名
障害者福祉事業
◦福祉車両貸出　59件
◦福祉機器貸出・リサイクル　車いす貸出 31件他
◦ふれあい音楽会　参加者 104名
◦生活福祉資金貸付　相談 15件
相談事業
◦福祉総合相談
　出張相談　64回（相談 4件）　その他窓口相談　6件
　高齢者世帯等訪問　47件
◦生活福祉資金貸付　相談 15件
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　31名　ボランティア交流会　52名

居宅介護支援事業
◦介護給付 2,209名　予防給付 393名
訪問介護事業
◦介護保険事業 9,008名　外出支援 366名
◦障害者居宅介護 1,286名
訪問入浴事業
◦介護保険 58名　地域生活支援 145名

デイサービス事業
◦やすらぎ（361日営業） 延利用者数 7,205名
◦ふれあい（310日営業） 延利用者数 6,416名
◦ほほえみ（310日営業） 延利用者数 6,109名
◦ぬくもり（52日営業） 延利用者数 351名
ショートステイ事業
◦延利用者数 5,650名

◦福祉ボランティアスクール
　施設ボランティア体験、街頭募金、ゴミ拾い活動等
◦介護予防、生活支援の担い手づくり
　介護予防体操ボランティア養成講座
　生活支援の担い手養成講座
◦ボランティア活動助成　交付 11団体
◦災害ボランティア育成
福祉教育事業
◦福祉活動推進校助成　小中高校 13校、幼稚園 1校
◦福祉出前講座　18回
広報活動等
◦第15回やまがた社会福祉大会　来場者 400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　他
福祉サービス利用援助事業
◦日常生活自立支援　契約件数 5件
子育て支援事業
◦病児保育　延利用人数 39名

高齢者福祉事業
◦宅老所　開所準備
◦つどいの場　延利用者数 2,011名
◦買い物支援「いきいきクラブ」延べ利用者数 634名
◦高齢者世帯見守り 
児童青少年、福祉教育事業
◦子どもの学習支援　セミナー参加者 50名 
相談事業
◦生活困窮者支援  小口生活資金貸付 1件  食料支援

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

地域貢献事業
財源：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
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＊＊＊決 算 報 告＊＊＊
（単位：円）

収　　　　入
勘定科目 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合　計

会費収入 5,282,500 0 0 5,282,500 

寄付金収入 435,868 0 0 435,868 

経常経費補助金収入 36,456,560 5,820 0 36,462,380 

受託金収入 641,000 2,971,853 0 3,612,853 

事業収入 830,792 0 0 830,792 

介護保険収入 0 330,300,390 0 330,300,390 

障害者福祉サービス等事業収入 0 5,641,855 0 5,641,855 

受取利息配当金収入 50,747 334,277 0 385,024 

その他の収入 624,340 2,784,921 0 3,409,261 

流動資産評価益等による資金増加額 　 0 0 0 

施設整備等補助金収入 0 0 0 0 

積立資産取崩収入 72,000,000 0 0 72,000,000 

拠点区分間繰入金収入 27,014,893 0 0 27,014,893 

その他の活動による収入 11,637,805 0 0 11,637,805 

前期繰越金 6,942,669 　 1,844,575 8,787,244 

合　計 161,917,174 342,039,116 1,844,575 505,800,865 

（単位：円）

支　　　　出
勘定科目 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合　計

人件費支出 52,926,980 261,198,054 0 314,125,034 

事業費支出 7,372,681 35,697,834 0 43,070,515 

事務費支出 8,955,948 16,210,188 0 25,166,136 

共同募金配分金事業費 5,461,633 0 0 5,461,633 

助成金支出 190,500 0 0 190,500 

負担金支出 17,000 0 0 17,000 

その他の支出 1,344,593 0 0 1,344,593 

固定資産取得支出 4,654,000 639,792 0 5,293,792 

長期貸付金支出 126,999 0 0 126,999 

積立資産支出 72,000,000 184,065 0 72,184,065 

拠点区分間繰入金支出 0 25,170,318 1,844,575 27,014,893 

退職手当積立基金預け金支出 8,866,840 0 0 8,866,840 

次期繰り越し 　 2,938,865 　 2,938,865 

合　計 161,917,174 342,039,116 1,844,575 505,800,865 
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社協会費のご協力ありがとうございました

平成30年度社会福祉協議会会費（途中報告）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。この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。

4,547,000円
のご協力をいただきました。

（内訳）	一般会費	 3,485,000円
	 特別会費	 227,000円
	 賛助会費	 835,000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 1,722 861,000 北　山 99 49,500
富　岡 1,537 768,500 葛　原 233 116,500
梅　原 379 189,500 谷　合 174 87,000
桜　尾 290 145,000 北武芸 259 129,500
大　桑 344 172,000 乾 269 134,500

伊自良北 244 122,000 富　波 326 163,000
伊自良南 434 217,000 西武芸 660 330,000

合　計 6,970 3,485,000

一般会費　　　1口　500円

❖10口 今村智之　丹羽英之
❖5口 武藤嘉邦　大沢登美子　村橋詳子　古田豊行
 村瀬眞理子　信田義孝　杉山仁仕 

❖3口 7名 
❖2口 6名
❖1口 139名

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円

賛助会費（順不同・敬称略）　1口　5,000円

（平成30年6月29日現在）

10口 匿名
6口 (株)デンデン
4口 匿名
3口 美山生コン(株)
2口 (有)丸旭製材所 (株)花村自動車 中島清掃（株）

(株)矢島クリエイト (株)山田養鶏 中日技研（株）
(有)土井水道　 (株)原田鉄工 高富化学工業(株)
(有)岐北 (株)ウエイブ 梅田建設（株）
(株)岐工建設 (株)佐野工務店 小谷縫製
(株)岐北ホーム (有)佐野養豚 大東(株)
(有)美山土地かなの里 (有)藤後鉄工 アーバンフォレスト（株）
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2口 (株)マルキ (株)美濃電工社 介護老人福祉施設グリーンポート
(株)美山金型 (株)オンダ製作所

1口 大野寛事務所 五角産業 亀屋商店
(株)成和 ぎふ農協　美山南支店 ツチダ商会
(有)河野水道工業 ぎふ農協　高富支店 坂本自動車興業（株）
(有)タカイ印刷 （株）十六銀行　高富支店 創文堂事務機（株）
(有)村瀬建設 ハシエダ養豚 ゴルフクラブBio
(株)平安 瓜野建設（株） ミズタニバルブ工業（株）
(株)ナカムラ装飾 江川建築（有） 仕出し　紀文
(株)吉田住設 瀬尾紙工 八百作商店
(有)古田通信 ふとんの富久屋 （有）ミートショップミカド
(株)松野組 寝具のまる元 落合高興税理士事務所
(株)中部合成 加藤印刷 合資会社イング
(有)吉田製作所 山口アルミ （有）江川プラスチック
(有)ナカムラ建具 マルタ 日比野製材(株)
(株)ミヤマ金属工業 セコム（株） パチンコ夢屋高富505店
(株)美山観光ヤナ 藤木石油 サイセイ観光(エアポート777)
(株)服部樹脂 スワン美容院 ファンシーショップよしだ
(株)高富運輸 美山交通 岐阜やまがたモラロジー事務所
(有)武藤ファーム カズヒデ塗装 トヨタカローラ岐阜（株）高富店
(株)マルコーゴム 恩田工業（株） 松井1級建築事務所
(有)清門 山口実業（株） ラブレイク
(株)丸山建設 野々村建設（株） 岐阜アグリフーズ(株)
(株)カワダ工業 ミノウラ化成工業所 古川クリーニング
(有)銘豊製菓園 大東化工(株)伊自良 武藤木管製作所
(株)美濃庄 キミドリ建築 匿名
(有)保険の岐阜北 伏屋社会保険労務士事務所 匿名
鳥澤医院 岐北厚生病院
ふかせ調剤薬局 たんぽぽ薬局 ペンギン薬局

（福）あしたの会自然の家 （有）きずなの里　みやまの里 (株)HTKライフWSBバイオ
岐阜県立幸報苑 岐阜県立三光園 児童養護施設若松学園
特別養護老人ホーム
山県グリーンビレッジ

(株)TFF
ひなたぼっこ園

(福)同朋会
生活の家桜美寮

(福)同朋会
養護老人ホーム美山荘

(福)同朋会
特別養護老人ホーム椿野苑

知的障害者更生施設
伊自良苑

●古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じハガキ （受付順・敬称略）

◦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  ◦トラベルプラザ  ◦恩田ユキ  ◦美山南郵便局
◦野々村建設（株）　◦山県市役所総務課　◦世界心道教高富教会　◦（株）高富運輸　◦匿名1件

ありがとうハート （平成30年6月10日までの受付順）
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住民みんなが主役！福祉のまちづくり
里山アドベンチャー 大桑の魅力PR会

　毎月1回活動している里山アドベンチャーの活動報告です。6月
の活動は「ぎふ山県子ども劇場」さんとの共同開催で、田んぼでど
ろんこ遊びをしました。スタートの合図とともに、一斉に田んぼ
に入って、それぞれの楽しみ方で遊びました。洗い桶をたらい舟のように
したり、ドッジボールをしたり、オタマジャクシやイモリなど生き物を探
したり、相撲をやり始めたり、子供だけでなく、お父さんお母さん方も泥
んこに。一通り遊んだ後は、川でジャブジャブして、ドラム缶風呂で温ま
りました。今後も、毎月第4土曜日に様々な体験活動を計画しています。
　今までの活動の様子と今後の活動について、詳しくはこちらのページを
ご覧ください。https://www.facebook.com/satoyamaadventure/

活動日の参加者と合わせて、私たちと一緒に活動していただけるスタッフ
も募集していますので、興味のある方はフェイスブックページからご連絡
ください。

あなたが主役！！

　地域のサロンや出前講座等で介護予防体操ボランティアとして活躍していただける方を対象に、
介護予防体操講座を開催します。地域の高齢者の生活支援や、明日の自分自身の健康のためにも、
ぜひ参加してみませんか？

【日　程】　時間はいずれも13:30〜15:00

【対　象】 次のいずれにも該当する方
 ①市内在住で、運動制限のない 74歳くらいまでの方
 ②体を動かすことが好きで、介護予防体操ボランティアとして活動ができる方
 ③全日程を受講できる方
【講　師】　健康運動指導士　岩木　博美　先生（株式会社サンライトフィットネス代表）
【内　容】　自宅でもできる！ストレッチ＆筋力トレーニング（講義および実技）
【場　所】　山県市岩佐1177-1　　美山老人福祉センター　2階会議室
【定　員】　10名程度（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます）　　
【参加費】　無料　ただしテキスト代として1,000円必要となります
【持ち物】　運動のできる服装、飲み物、筆記具
【応募方法】　電話かFAXでお願いします　8月15日(水)まで
【お問い合わせ】　山県市社会福祉協議会　（電話）0581-52-3010　（FAX）0581-52-2941

日　時 日　時
第1回 8月24日（金） 第5回 9月21日（金）
第2回 8月30日（木） 第6回 9月27日（木）
第3回 9月6日（木） 第7回 10月4日（木）
第4回 9月14日（金） 第8回 10月11日（木）

第3弾

▲昨年度の様子

いきいき介護予防体操教室
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平成30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.147

●団体… 61団体（1,801名）
●個人… 1,871名（平成30年6月30日現在）題字　服部さん（柿野）

ボランティアリレー� 〜山県市内で楽しくボランティア活動をする方を紹介するコーナーです〜

　現在は高富のボランティア団体のy.y.カンタービレの代表者として、福
祉施設等でさまざまな楽器を演奏し、音楽を通して利用者の方々に楽し
んでもらう活動をしています。
　「音楽を通して、共に楽しくふれあい、心あたたまる幸せなひと時を共
有して、元気になっていただきたい」という気持ちのもと、活動を始めら
れたそうです。
　多くの方に楽しんでいただくために、手作り楽器の演奏など参加型で
利用者の方と共に楽しむ工夫をしているとお話ししてくださいました。

山田　あけみさん（高富）

お隣さんとの
『ちょっとした困りごと助け』

をしませんか？
ちょっとした困りごとサポーター養成講座を開催します in 伊自良

　草引きや電球の交換、ゴミ出し…など、サービスに頼るほどでも
ないけれど、自分でやるには大変…といった方のお手伝いをしてみ
ませんか？
　サポーターを養成するにあたり、3日間のコースで『高齢者や障
がいを抱えているとどんなことが大変であるか』や『簡単な介護技
術』を学んでいただきます。また、他市町村で実際に困りごとサポー
ターとして活躍していらっしゃる方々のお話も予定しています。
　今回は、伊自良の方を対象に開催しますので、ぜひお気軽にお申
し込みください！

【日程】 9月3日（月）・9月18日（火）・9月26日（水）
 いずれも13:30〜15:30頃まで
【場所】 伊自良老人福祉センター
 （9月18日のみショートステイあさひ［高木933番地］
【問い合わせ】詳細は山県市社会福祉協議会　電話52-3010まで

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、ご紹介い
たします。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〉

◦ 梅田建設(株) …… 65,500円

◦ 山田美代子 ………………お花

◦ 匿名 ……………… 30,000円

◦ 匿名 ……………… 20,000円

◦ 匿名 ………………電動ベッド
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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

●相談日のお知らせ
　（つなぎとあわせ号出張相談）
日時・場所

◦8月24日（金）13:00〜14:00
　伊自良老人福祉センター
◦9月21日（金）13:00〜14:00
　伊自良老人福祉センター

内　容
社会福祉協議会の職員による出張相談で、
100円喫茶もあります。（電話相談・来所相
談もお受けいたします。） 暮らしの中で困っ
ていることがありましたら、お気軽にご相
談ください。場合によっては司法書士を紹
介することもできます。

【問い合わせ】電話 52─3010

●いきいきつどいクラブ 
　（つどいの場）
　いきいきつどいクラブ（美山老人福祉セ
ンター内）は、市内在住の60歳以上の方な
らどなたでも利用することができます。無
料送迎バス（美山地域）も運行していますの
で、お気軽にご来館ください。

開　館
火・水・金曜（祝日、年末年始除く）
10:00〜15:00

内　容
100円喫茶、カラオケ（無料）、健康体操、
買い物など

【問い合わせ】電話 52─3010
※初めて送迎バスを利用される場合は、停

留所の確認のためご連絡ください。

災害に強い「山県市」にしよう！
　関市の豪雨災害に伴い設置された関市災害ボランティアセンター
の支援に行ってきました。
　今回の多府県に渡る豪雨災害で、地域によっては、見守りが必要
な人の情報共有や住民同士の支え合いにより犠牲者を出すことなく
避難できた地域もありました。
　山県市においても、いつ何時、こうした災害に見舞われるか分か
りません。災害に強い地域は、住民同士の支え合いがある地域とい
われます。
　まずは、山県市内各地域に設けられている「安心いきいき台帳」を整備し、日頃の見守りに活用し
災害に強い地域（山県市）づくりを目指したいものです。

▲災害ボランティアセンター

8月

9月

…いきいきつどいクラブ開館日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7
 健康体操

8 9 10
健康体操

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29
健康体操

30 31

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5
富岡ほほえみの

つどい

6 7
健康体操

8

9 10 11 12
健康体操

13 14 15

16 17 18 19 20
美山ほほえみの

つどい

21 22

23
／
30

24 25
健康体操

26 27 28 29
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