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■ ボランティアセンター事業
⑴普及啓発・相談機能の充実
①ボランティアの把握、ボランティアニーズ把握の強化
②コーディネート機能の強化
③ボランティア保険取扱事務
④ボランティアルームの貸し出し
⑤ボランティアのつどいの開催
⑵研修・講座
①手話奉仕員養成講座
②ボランティアリーダー研修
③生活支援ボランティア養成講座
④デイサービスボランティア養成講座
⑤傾聴ボランティア養成研修
⑥災害ボランティア養成事業
⑦災害ボランティアセンター設置運営訓練
⑶福祉教育の推進
①ボランティア活動普及校助成事業
②福祉ポスターの募集
③ボランティア体験学習
④福祉体験学習
⑤福祉講話
⑷介護支援ボランティア事業

■ 地域福祉推進事業
⑴生活支援体制整備事業
⑵ふれあいいきいきサロン事業
⑶社協出前講座
⑷脳トレ冊子配布事業
⑸住民参加型在宅福祉サービス
⑹地域見守り事業
⑺シニア生き生き講座
①いきいき講座
②輪投げ大会
⑻家族介護支援事業
⑼お楽しみ給食サービス事業
⑽地域委員会事業
⑾歳末たすけあい事業の実施
⑿福祉車両・福祉用具・行事用物品等の貸し出し
■ 児童福祉事業
①子どもの遊び場整備事業
②出産お祝い品贈呈事業（紙おむつの支給）
③子育て広場事業

■ 団体事務
⑴北杜市老人クラブ連合会事務局
⑵北杜市身体障害者福祉会事務局
⑶北杜市母子父子寡婦福祉連合会事務局

令和3年度北杜市社会福祉協議会 事業計画

■法人運営の基盤整備、経営体制の強化 ■広報の充実
■組織管理体制の確立 ■健康福祉大会の実施
①法令遵守 ■共同募金運動の実施
②働きやすい職場環境の整備 ①赤い羽根募金・歳末たすけあい募金
③社会福祉充実財産の有効活用 ②配分申請事務
④福祉サービス利用者に対する権利保護の仕組み ③罹災世帯支援活動（災害見舞金交付）
⑤財務諸表や事業内容の情報公開
⑥職員の資質向上への取り組み
⑦個人情報の保護

法人運営事業

地域福祉推進事業
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■ 通所介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業
・高根町デイサービスセンター
・大泉町デイサービスセンター
・小淵沢町デイサービスセンター
・武川町デイサービスセンター
・ふれあい広場事業
■ 訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業
・ヘルパーステーションなのはな
■ 居宅介護支援事業
・あったかいご東居宅介護支援事業所
■ 障害福祉サービス事業
①移動支援サービス事業
②障害者福祉サービス事業
③基準該当障害者福祉サービス事業
■介護に関する入門的研修事業

介護保険事業・障害福祉サービス事業
■【生活困窮者自立支援 家計改善支援事業【新規】
■ 権利擁護センター事業
①福祉総合相談事業
②無料法律相談事業
③法人後見事業
④緊急食料支援事業
⑤あたたか年越し支援事業
■ 日常生活自立支援事業
①福祉サービス利用援助
②日常的金銭管理
③書類等の預かりサービス
■ 貸付事業
①山梨県生活福祉資金貸付事業
②山梨県居室整備資金貸付事業
③北杜市社会福祉金庫貸付事業

生活支援事業

収

入

会費収入 11,986

寄附金収入 2

補助金収入 67,786

受託金収入 15,034

事業収入 1,081

介護保険事業収入 340,817

障害福祉サービス等事業収入 20,936

受取利息配当金収入 400

雑収入 330

長期貸付金回収収入 200

積立資産取崩収入 1

運営資金積立資産取崩収入 14,177

区分間繰入金収入 37,514

前期末支払資金残高 19,518

収入合計 529,782

支

出

人件費支出 392,424

事業費支出 51,856

事務費支出 32,447

助成金支出 3,803

負担金支出 6,120

固定資産取得支出 930

ファイナンスリース債務返済支出 569

長期貸付金支出 200

積立資産支出 3,419

予備費 500

区分間繰入金支出 37,514

支出合計 529,782

令和 3年度 予 算 概 要
（単位：千円）
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令和2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
一般会員・賛助会員の皆様にはご賛同いただき、ありがとうございました。皆様からお寄せいただいた会費は
11,985,800円になりました。誰もが安心して暮らせる地域福祉の推進に有効に活用させていただきます。

賛助会員 （敬称略・順不同）
10口 ㈱カナマル ㈱ダスキン山梨 小淵沢カントリークラブ
北杜市建設安全協議会 アルプス事務機㈲ ㈲小野石油 ㈱環境計量センター山梨検査所
7口 ㈱カネショー (福)高根福祉みのる会 ㈱山梨ミツウロコ峡北店
山梨銘醸㈱ エコサポート ㈱山梨中央銀行高根支店 セントラル防災㈱
6口 萩原肥料店 ㈱ユアーズ静岡 泉温泉健康センター ㈲アクト
㈲宮坂自動車 ㈱ハギ・ボー 小淵沢タクシー㈱・北杜タクシー㈱ 丸一ゴム工業㈱武川工場
5口 ㈱雲松園 ㈱桂精機製作所 大輪油店
㈲アカシヤ 武藤モータース 東海紙袋㈱山梨工場 Mipox ㈱山梨工場
4口 ㈲須田商店 ㈱ツチハシ 旅館近江屋
㈲八ッ麓自動車 イワショー㈱ 甲信アルミ㈱ ㈱きあら
清水自動車工場 富士急トラベル㈱甲府支店 ㈱第一興商山梨支店 ㈱羽中田自動車工業
㈱環境保全研究所 マルワ観光㈲ サン・レーベン㈱ 安都那郵便局
㈱ユウシステム コカ・コーラボトラーズジャパン㈱白州工場 ㈲横内製麺 ㈲逸見インダストリー
㈲マルワ渡邉モータース 北杜ライオンズクラブ ㈲小野潔商店 泉フラワー
㈱エルム保険サービス 1口 東和エレベーター㈱ 安都玉製パン工場
2口 金精軒製菓㈱ (福)新友会 ㈱清水写真店
㈱スパティオ小淵沢 五味電気商会 明和工業㈱ 日本連合警備㈱
峡北印刷㈱ 浅川鉄工所 赤岡モータース 炭平興産㈱白州工場
元旦ビューティ工業㈱山梨第二工場 ㈲エムケイコーポレーション 藤﨑一雄 教育相談所「夢」
㈱サンクス 十文字屋自動車整備工場 ㈱伊藤物産 ㈲名取自動車工業
㈲浅川建工 ㈲鈴木陸送 富士飼料㈱ ㈱正直堂
㈱TM TYRES 堤自動車整備工場 東京コンピュータサービス㈱ ㈱甲府キンダイサービス
(福)緑樹会 松野油店 うえはら薬局 ㈱丸政
清水商店 八ヶ岳観光㈱ ㈱日新厨房企画 ㈱オキサイド
㈲小宮山プリント社 日生研㈱ ㈱小淵沢運送店 浅川金物店
谷櫻酒造㈲ ㈱介護センター花岡 オギノ食糧㈱ ㈱輿水商事

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福祉の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、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〕
区長さん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）
社協より直接お願いをさせていただきます。

●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3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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お申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL 0551-47-5202 FAX 0551-47-5206

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました
厚生労働大臣の告示により、10月1日から赤い羽根共同募金運動が展開されました。
皆様のご協力により、家庭募金、街頭募金、大口・事業所募金、職場募金、特殊募金、
地域歳末たすけあい募金など、北杜市では8,234,995円の募金が集まりました。
多くの皆様にご協力いただき、誠にありがとうございました。
皆様からお寄せいただいた募金は、障がいのある方や高齢者の活動支援、ボランティ
ア活動支援、子育て支援など地域で役立てられます。
今後ともご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

㈲宮坂自動車 日生研㈱ ㈱カナマル ㈲逸見インダストリー
HOYA㈱長坂工場 雪印メグミルク㈱チーズ研究所 JA熊本果実連白州工場 赤岡モータース
山梨銘醸㈱ 中央電子㈱ イワショー㈱ 富士飼料㈱
㈱スパティオ小淵沢 ㈱ TM TYRES 小淵沢精工㈲ 炭平興産㈱白州工場
アジア燃料㈱ ㈲エムケイコーポレーション Royal Hotel 八ヶ岳 金精軒製菓㈱
清水商店 ㈱雲松園 ㈲アサカ自動車 ㈲名取自動車工業
八ヶ岳観光㈱ ㈲小宮山プリント社 東海紙袋㈱山梨工場 サンレーベン㈱
元旦ビューティ工業㈱山梨第二工場 日洋工業㈱山梨工場 ㈲鈴木陸送 ㈱藤田製作所白州工場
㈱ドーベル 甲信アルミ㈱ ㈱新聞センター小淵沢店 梨北農業協同組合
特殊興業㈱ 富士工器㈱山梨工場 道村建設㈱ ㈱正直堂

（敬称略・順不同）大口・事業所募金協力企業

令和2年度

あたたかいご寄付をありがとうございました
令和3年1月～3月

中村三郎 様 ３１，０００円

高根町女性の会 様 １２，３７８円

小淵沢西保育園 年長児
小淵沢東保育園 年長児 様 手作り台拭き３９枚

小淵沢小学校児童会 様 タオル ６０枚
せっけん・洗剤等

お子さまの出産をお祝いし、市内在住の保護者の方へお祝い品を贈呈します。

出産お祝い品贈呈事業

申 請 方 法
申請書へ記入・捺印の上、社会福祉協議会本所、各支所に提出してください。
その際、母子健康手帳の提示もお願いします。
※申請書は社会福祉協議会本所・各支所の窓口にございます。

申 請 期 間 出生の日から1年以内

申 請 回 数 お子様お一人につき、１回のみの申請となります。

お祝い品内容
・テープタイプ紙おむつ ２袋（サイズ：新生児用・Ｓサイズ・Ｍサイズ・Ｌサイズ）
・パンツタイプ紙おむつ １袋（サイズ：M・Ｌ男の子・L女の子）
※いずれかの選択となります。
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社協では、広く子ども達の生活環境の整備と児童福祉の推進を図るため、
地区で管理している遊具等の修繕または新設等の整備に対し、予算の範囲内
において補助金を交付します。
年度内に整備等を完了出来る事業で、過去に本補助金の交付を受けた場合
でも、新たに申請することができます。

補 助 の
適 用 範 囲

○遊具等（遊具、ベンチ、フェンス等）の修繕、及び新設に要する経費
○遊具等の整備用原材料（塗料、砂、その他遊具等の保全に必要なもの）の購入に要する経費

補 助 率 事業に要する経費の９０％以内（限度額２０万円）

申 請 方 法
地区の代表者の方は、申請書・事業計画書・収支予算書を作成の上、見積書（２社以上）を
添付して、社協本所へ提出してください（申請書等必要書類は本所・各支所にあります）。

申 請 期 間 ６月１日（火）～12月２４日（金)

募集地区数 原則先着２地区まで

子どもの遊び場整備事業補助金をご活用ください！

聴覚に障害がある方の生活や社会環境について理解を深めるとともに、社会参加をサポートできる人

材を養成するための講習会を開催します。

内 容 厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラムに準じて実施

（１）実技

（２）聴覚障害者福祉等に関する講義

対 象 市内に在住する方で、初めて手話を学ぶ方。

受講日 ７月７日～１１月２４日（毎週水曜日）全２０回開催

※11月３日はお休み

時 間 １９：００～２１：００

会 場 須玉ふれあい館 第１会議室

定 員 １５名（定員になり次第締め切り）

受講料 無料（テキスト代３,３００円は自己負担となります。）

申し込み方法 6月 18日（金）までに電話にてお申し込みください。

手話奉仕員養成講習会【入門課程】受講生募集

お申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL 0551-47-5202 FAX 0551-47-5206

手話を学んで
みませんか？
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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。

開 設 日 予約受付開始 場 所

５月20日（木） 4月1日（木）
社会福祉協議会 本所

６月17日（木） 5月6日（木）

７月15日（木） 6月1日（火） 北杜市役所 長坂総合支所（長坂町長坂上条2575-19）

９月16日（木） 8月2日（月） 社会福祉協議会 本所

10月21日（木） 9月1日（水） 甲斐駒センターせせらぎ（武川町牧原1243）

11月 18日（木） 10月1日（金）

社会福祉協議会 本所
令和4年1月20日（木） 12月1日（水）

２月17日（木） 令和4年1月4日（火）

３月17日（木） 2月1日（火）

無料法律相談開設

時 間 13：00～16：00（相談時間：１人30分）
定 員 6名（定員になり次第締め切り） ※事前予約が必要です。

お申し込み・問い合わせは、生活支援課 TEL 0551-46-1005 FAX 0551-47-5206

緊急食料支援事業へのご協力ありがとうございました緊急食料支援事業へのご協力ありがとうございました
社協では一時的に食料の確保が困難な世帯へ緊急的に食料を提供し、生活が継続できるよう緊急食料
支援事業を行っています。
昨年度も個人や団体の方から延べ１３４回に渡り米や麺類、レトルト食品、菓子類など、たくさんの
ご協力をいただき、食料を必要とする世帯へ提供いたしました。今年度も継続してご協力をよろしくお
願いします。

植松 愛子 小林 賢司

North tree 輿水 よう子

こぴっとカフェ やまばとの会

原長沢ふれあいいきいきサロン 古家 徹男

岡本 恵子 明野中学校生徒会

SNI オーガニック菜園部 北杜市立甲陽病院自治会

篠原 とし子 深川 浩一

青少育成小淵沢地区民会議 奏樹カフェ＆ダイニング

令和2年度 協力者 （敬称略・順不同）

※承諾者を掲載 北杜市立甲陽病院自治会より
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『社協だより ほのぼの』は、市民の皆様から寄せられました善意の
赤い羽根共同募金の配分金の一部を財源としています。

介護のことなら
お任せください！

社協では、下記の事業所を運営しています。
経験豊かな介護スタッフが確かなサービスを提供し、皆さまの生活をサポートします。

事 業 所 名 電話番号 住 所

高根町デイサービスセンター 47-5151 高根町箕輪新町50番地

大泉町デイサービスセンター 38-0335 大泉町谷戸1880番地

小淵沢町デイサービスセンター 36-8282 小淵沢町6266番地

武川町デイサービスセンター 20-3111 武川町牧原1322番地

事 業 所 名 電話番号 住 所

ヘルパーステーションなのはな 32-6799 長坂町長坂上条2575-19番地

事 業 所 名 電話番号 住 所

あったかいご東事業所 46-1055 高根町箕輪新町50番地

事 業 所 名 電話番号 住 所

ふれあい広場 090-5321-4611 高根町箕輪新町50番地

食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能維持及び向上のため、機能訓練等のサービ
スなどを一人ひとりの状態や目標にあわせた支援を日帰りで提供しています。

高齢者の閉じこもり予防や要介護状態になることを予防するため、運動やレクレーション
等を行うサービスです。

ケアマネジャーが介護を必要としている人へ適切に支援を受けられるよう、各種介護サー
ビスに関する手続きを代行します。

ホームヘルパーが利用者宅を訪問して、身体介護や生活援助、また困りごとを抱えた時には、
その相談にのって助言を行うなどの訪問介護サービスを提供しています。


