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明野中学校生徒が食料支援に協力!!

社会福祉法人
北杜市社会福祉協議会

〒408-0011 北杜市高根町箕輪新町50番地
TEL 0551-47-5202 ／ FAX 0551-47-5206
e-mail h-shakyo@ap.wakwak.com
URL http://www.shakyo.or.jp/hp/842/
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(詳細は、4ページをご覧ください。)
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報 告 を お 知 ら せ い た し ま す

支出の部 決算額

人件費支出 393,350,312

事業費支出 48,036,413

事務費支出 29,939,943

負担金支出 6,120,000

助成金支出 3,912,590

その他の支出 5,107,630

支出合計 486,466,888

収入の部 決算額

介護保険事業収入 344,119,463

障害福祉サービス収入 26,863,415

補助金収入 67,521,360

会費収入 12,366,000

受託金収入 4,680,363

寄付金収入 1,524,262

その他の収入 2,911,325

当期活動増減差額 26,480,700

収入合計 486,466,888

その他の収入 0.6％

寄付金収入 0.3％

受託金収入 1.0％

会費収入 2.5％

障害福祉
サービス収入
5.5％

補助金収入
13.9％

介護保険事業収入70.7％

助成金支出 0.8％

負担金支出 1.3％

事務費支出 6.2％
事業費支出
9.9％

人件費支出 80.8％

収 入
486,466,888円

支 出
486,466,888円

決算報告 （単位：円）
当期活動増減差額
5.5％

その他の支出 1.0％

あたたかいご寄付をありがとうございました 令和２年４月～６月

S.A 様 100,000円

橋爪信子 様 手作りマスク372枚

いきいきサロンひまわり
望月・溝口・古屋 様 手作りマスク202枚

(宗)「生長の家」
クラフト倶楽部 様 手作りマスク210枚

三井りん子 様 手作りマスク 25枚

(一社)REvive Japan
代表理事 野口正人 様

マスク360枚
手指消毒液２ L

(有)アサカ自動車 様 マスク150枚

大輪油店 様 マスク250枚

利根川慶一 様 タオル 76枚

匿名 洗濯機 1台

【お詫びと訂正】
4月 25日発行の広報誌「ほくと社協だよりほのぼの」4月号4ページに掲載しました「令和元年度 北杜
市社会福祉協議会会費 ありがとうございました」につきまして、次のとおり訂正させていただきます。
関係者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

【誤】(有)取自動車工業 【正】(有)名取自動車工業
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令 和 元 度 決 算 及 び 事 業

１．理事会・評議員会・監査会等の開催
２．職員研修
３．職員資格取得の推進
４．関係機関との連絡調整
５．広報啓発事業
○社協だより「ほのぼの」の発行
○北杜市健康福祉大会2019

６．赤い羽根共同募金運動事業

法人運営事業 １．地域福祉活動の推進
○ふれあいいきいきサロン事業
○出前講座
○生活支援体制整備事業
○お楽しみ給食サービス事業
○福祉車両・福祉用具等の貸し出し
○家族介護者交流会
○シニア生き生き講座

２．ボランティア活動推進事業
○ボランティア活動基盤整備
○ボランティアルーム等貸し出し
○ボランティアリーダー研修
○ボランティアのつどい
○傾聴ボランティア養成講座
○男性ボランティア養成講座
○調理ボランティア養成研修
○災害ボランティア事業
○手話奉仕員養成講習会
○介護支援ボランティア事業
○福祉教育・学習会、福祉ポスターの募集
○ボランティア活動普及校事業

３．児童福祉事業
○出産お祝い品贈呈事業
○子供の遊び場整備事業

４．地域委員会事業
○給食サービス事業、一人暮らし会食事業

５．共同募金配分金事業
○歳末たすけあい運動事業

６．福祉団体の支援
○北杜市老人クラブ連合会
○北杜市身体障害者福祉会
○北杜市母子父子寡婦福祉連合会

地域福祉推進事業

１．権利擁護センター事業
２．法人後見事業
３．福祉総合相談事業
４．無料法律相談事業
５．緊急食料支援事業
６．あたたか年越し支援事業
７．日常生活自立支援事業
８．北杜市社会福祉金庫貸付事業
９．居室整備資金貸付事業
10．生活福祉資金貸付事業

生活支援事業

１．訪問介護事業〔ホームヘルプサービス〕
２．通所介護事業〔デイサービス〕
３．ふれあい広場事業〔通所型介護予防事業〕
４．居宅介護支援事業〔ケアプラン作成、認定調査〕
５．苦情解決

介護保険事業・障害福祉サービス事業

事業報告

北杜市社会福祉協議会（通称：社協）は、社会福祉法第109条に位置づけられた、地域福祉の推進を目的と
する福祉団体です。誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、様々な福祉サービスの提供や
住民の皆様の行う福祉活動を支援しています。
こうした活動を進めていくうえで、社協の自主財源として位置づけられるものが「社協会費」です。社協
会費は、任意のものであり強制ではありませんが、地域づくりに取り組む本会の活動の趣旨にご賛同いただ
き、多くの皆さまに会員としてご参加くださいますようお願い申し上げます。
◎一般会員 一世帯 1,000円（年額）
自治会へ加入されている方
区長など自治会役員の方を通じて、9月に別途納入
をお願いさせていただきます。
自治会へ加入されていない方
右記の納入書でのご協力をお願いします。

◎賛助会員 法人、団体、事業所1口5,000円（年額）
社協より封書にてお願いをしております。
●各窓口受付時間 午前9時～午後5時（平日）
●不在の場合がありますので、来所の際は事前にお電話
をお願いします。

皆様からの会費が福祉のまちづくりをすすめます。
北杜市社会福祉協議会会費にご協力ください。

令和２年度社協会費納入書
氏 名

住 所

会 費

納入場所：社会福祉協議会窓口
本所・高根支所 ☎47-5202
明 野 支 所
長 坂 支 所
白 州 支 所
小淵沢支所

☎25-3289
☎ 32-3551
☎ 35-2383
☎ 36-4460

須玉支所
大泉支所
武川支所

☎42-3883
☎ 38-0133
☎ 26-3568
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なかなか収まらないコロナ禍ですが、「こんな時こそ何かできることはないか」「何かしたい」と思ってい
るみなさん！！ ぜひ参加してみませんか。
なお、作ったマスク等は必要としている事業所へ寄贈いたします。

【日 時】 8月 20日（木）・27日（木） 13：30 ～16：00
【場 所】 社会福祉協議会 本所
【対象者】 北杜市民
【定 員】 各日 15名（定員になり次第締め切り）
【内 容】 マスクづくりとポリ袋での防護服づくり
【持ち物】 裁ちばさみ、糸切りばさみ、ぬい針、マチ針

※必要な材料等は、社協で準備いたします。

マスクづくりボランティア募集

身近な体験などから感じた思いや、どうしたら地域の方が幸せに暮らせるか…など、福祉についてポスター
で表現してみませんか。
【募集作品】 8ッ切り（38×27㎝）またはA3サイズ（42×29.7㎝）の白画用紙を使用してください。

・画材、色彩、タテ・ヨコ、文字入れは自由です。
【応募資格】 北杜市内の小学生・中学生
【応募条件】 一人につき１点（未発表のものに限ります）
【応募方法】 応募用紙に氏名・電話番号など記入し、社会福祉協議会まで持参、

または郵送にてご応募下さい。
※応募用紙は社協のホームページにもあります。応募用紙は作品
に貼り付けず、添えてください。

【募集期間】 ９月４日（金）まで

明野中生徒会では、毎年ボランティア活動の内容を検

討し実行しています。今年度の活動は、社協で行ってい

る緊急食料支援事業に協力したいと全校生徒に呼びか

け、たくさんの食料が集まりました。

新型コロナウイルス等で生活が苦しくなり食事も摂れ

ない人たちの手助けに、自分たちも関わることができれ

ばという思いで活動したとのことです。

いただいた食料は市内のお困りの世帯へ提供します。

ご協力ありがとうございました。

お申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL0551-47-5202 FAX0551-47-5206

緊急食料支援事業へ食料をいただきました

生徒会役員
伊東幸輝さん、藤原丈治さん、渡部敦司さん
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日常生活自立支援事業
福祉サービス利用や日常的な金銭管理のお手伝いをすることで、地域で安心して生

活が送れるよう、北杜市社会福祉協議会が支援します。

お金のやり
とりや

預金の出し
入れに

自信があり
ません

通帳や印鑑・年金証書の保管が心配です

介護保険な
ど

福祉サービ
スの

利用手続き
が

わかりませ
ん

【支援内容】
☆日常的生活支援サービス
・福祉サービスの利用支援（制度の説明、手続きの援助、申込み同行）
・日常生活に必要な事務手続き援助（住民票の届出等行政手続き、賃借・消費契約）
・定期的な訪問、相談

☆日常的金銭管理サービス
・一定額の預貯金の出し入れ、福祉サービス利用料金・公共料金等の支払い
・日用品の代金の支払い・医療費の支払い
・通帳・印鑑の保管、権利書・年金証書などの書類の保管

【利用できる方】
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、判断能力が不十分と認められる方
【利用料金】
支援は有料になりますが、相談は無料です。（生活保護世帯は無料です）
【利用方法】
希望される方の状況を伺いながら面談、調査等を行います。

このようなことで困っていませんか？

相続、事故、近隣トラブル、借金、消費者被害等… お困りではありませんか？
弁護士に無料で相談できる相談会を開催します。
時 間 13：00～16：00 （相談時間：1人30分）
定 員 6名（定員になり次第締切）※ 事前予約が必要です。
※新型コロナウイルスの影響により、開催日時が変更となる場合があります。

開 設 日 予約受付開始 会 場
9 月17日（木） 8 月3日（月） 社会福祉協議会 本所
10月15日（木） 9月1日（火） 須玉ふれあい館（須玉町若神子521-17）
11月 19日（木） 10月1日（木） 社会福祉協議会 本所

無料法律相談開設

お気軽にご相談ください。

お申し込み・問い合わせは、生活支援課 TEL 0551-46-1005 FAX 0551-47-5206
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赤い羽根共同募金の配分金の一部を財源としています。

2月下旬から新型コロナウイルス感染症拡大防止により、ボランティアの受入れを休止しており、再
開する日を利用者さんと待ちわびながら「新しいスタイル」でレクリエーションを楽しんでおります。

介護のことなら
お任せください！

6月に新しいレクの企画で『曜日対抗ゲーム』を行いました。
何曜日が勝ってるのかな？と利用者さんもドキドキ楽しみな1週間となりました。
優勝チームは大逆転で土曜チームでした。

ホールに飾っているちぎり絵は、毎月利用者さんが創作しています。月刊の介護専門誌
に応募したところ、２度目の入賞をはたしました。おめでとうございます。

健康にとても良いバラの風呂、「いい香りだね」
とリラックスして入浴されました。

紅白対抗玉入れゲーム
四角に囲まれたゴールエリアに玉を入れるゲーム、球が入ると、
皆から拍手をもらい思わずにっこりとしていました。

うっとうしい梅雨の季節を少しでも明るく、晴れやかな気持ちで過ご
せるように、折り紙できれいな紫陽花を作り、壁に飾りました。

願い事をじっくり考え、短冊に書きました。
『元気で過ごす』『足の痛みがとれるように』

願いが叶うといいですね。

思考力を向上させる陣取りゲーム
「頭をつかうね」と悪戦苦闘しながら楽
しんでいました。


