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タオル体操でストレッチ

マシンを使って筋力トレーニング

コロナに負けるな！
「おまんたくらぶ」を再開「おまんたくらぶ」を再開

令和２年度妙高市社会福祉協議会会費にご協力お願いします
　妙高市社会福祉協議会では、「支え合い･助け合う地域共生社会の実現」を目指して、様々な地域福祉活動
に取り組んでおり、皆様からお寄せいただく社協会費は、地域福祉活動を支える大切な財源となっております。
　今年度も一般会費（1 世帯 1,000 円）、賛助会費（１口 1,000 円）は７月から、事業所や社会福祉団体への
特別会費（１口 1,000 円）は８月下旬から、納入のお願いをさせていただきます。
　社会福祉協議会の事業・活動にご理解いただき、会費の納入にご協力いただきますよう心よりお願い申し
上げます。

（福）妙高市社会福祉協議会 会長 三浦了好

　新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止していた、介護予防・生活支援サービス
（通称 おまんたくらぶ妙高）が妙高保健センター（妙高地区）で６月５日から再開されました。

　当日は、マスク着用や手指消毒の徹底、通
常１日の活動のところ午前中のみとし、利用
者も８人といつもの半分以下に調整するなど、
感染症予防対策をとって行われました。
　３ヶ月ぶりの〝おまんたくらぶ〟で、利用
者は「久しぶりだね～元気だったかね～」と
お互い肩をたたき合い再会を喜んでいました。
　その後、２グループに分かれ体操や筋トレ
などを行い、楽しそうに体を動かしていました。
　当面の間は、おまんたくらぶの利用は次の
とおりとなりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。
①通所サービス
　◆開 催 日　月・水・金
　◆利用時間　10 時～ 12 時　
②自主トレーニング
　◆開 催 日　月・水・金
　◆利用時間　13 時 30 分～ 15 時 30 分　
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支出
256,601
千円

収入
256,601
千円

令和元年度妙高市社会福祉協議会　事業報告・決算

令和２年度妙高市社会福祉協議会　事業計画・予算

 

 
令和元年度の主な事業の実績と決算をお知らせします。

○会員数　一般会員 8,214 世帯　　
　　　　　特別会員 181 企業　賛助会員 103 件

○法人会議開催
　　理事会 4回　評議員会 2回　監事会 2回
　　評議員選任委員会 1回

○市委託事業
◆地域安心ネットワーク推進事業
　見守りネットワーク　実働 430 世帯（新規 35世帯）
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
　実施件数：屋根雪除雪 17世帯、雪踏み 18世帯
◆介護予防・生活支援サービス（妙高地区）
　開催回数 130 日、延利用者 1,956 人
◆手話・要約筆記奉仕員派遣事業
　手話・要約筆記奉仕員 125 回派遣
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
　18世帯　安否確認　3,828 回

○市補助事業
◆災害ボランティア支援登録者数 43人
◆生活支援ボランティア事業
　延 528 回派遣　登録 : 利用者 112 人、提供者 48人
◆民生委員・児童委員活動支援事業（委員 89人） 
　地区民児協月例会議　6地区 61回
◆日常生活自立支援事業　利用者 5人、支援者 5人

◆福祉総合相談事業
　弁護士相談 68件、生活相談 49件、介護相談 104 件
◆戦没者追悼法要　170 人参列
◆福祉団体活動助成事業　6団体
　
○共同募金事業
◆地域の茶の間助成事業　53地区
◆お楽しみランチ事業　137 人 2,499 個配食
　お楽しみランチ交流会　24人参加
◆障がい者バスツアー　33人参加
◆福祉用具貸出事業　車椅子 76件
◆災害罹災世帯見舞事業　全焼 2件
◆福祉教育推進事業
　日光市交流 19 人参加　長沢地域交流会 17 人参加
◆ボランティア育成支援事業　20団体 355 人
◆災害ボランティアバスの運行
　長野市ボランティアセンター　5回 108 人参加

○介護保険等事業
◆居宅介護支援事業　計画件数 1,119 件
◆訪問介護事業　訪問回数 7,949 回
◆通所介護事業　デイサービスセンター朝日
　延利用者 9,135 人

○いきいきプラザ管理運営事業
◆いきいきプラザ利用者　1,887 件 25,387 人

介護保険等
事業
133,785
（52.1%）

当期末支払資金残高
46,759（18.2%）

受託事業
23,885（9.3%）

市補助事業
21,130（8.2%）

いきいきプラザ
管理運営事業
14,775（5.8%）

いきいきプラザ
管理運営事業
14,775（5.8%）

法人運営事業
10,247（4.0%）

共同募金事業
6,020（2.4%）

※事業報告・決算については、ホームページ（http://myoko-syakyo.jp/）に掲載しています。

（単位：千円）

介護保険等
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介護保険等
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受託金
47,428
（17.9%）

介護保険等
事業
132,291
（49.9%）

受託事業
33,113
（12.5%）

会費･寄附金
9,052（3.4%）

市・県社協補助金
25,666 （9.7%）

その他
1,930 （0.7%）
積立金取崩収入
3,000 （1.1%）
共同募金配分金
5,226 （2.0%）
施設整備等補助金
7,358 （2.8%） いきいきプラザ

管理運営事業
14,750（5.6%）

市補助事業
23,788（9.0%）

共同募金事業
6,303（2.4%）

当期末支払資金残高
43,742（16.5%）

法人運営事業
10,997（4.1%）

受託金
38,542
（15.0%）

前期末支払資金残高
46,150（18.0%）

市・県社協補助金
23,332 （9.1%）

会費・寄附金
9,369 （3.6%）

その他
2,350 （0.9%）
共同募金配分金
5,085 （2.0%）
施設整備補助金等
7,425 （2.9%）

令和元年度決算グラフ

（単位：千円）令和２年度予算グラフ

『支え合い・助け合う地域共生社会の実現』を理念に、地域包括ケアシステムの一翼
を担います。また、制度の狭間にある問題を抱える人を必要な支援につなげるととも
に、住民同士で支え合える地域づくりの推進や災害ボランティアセンターの体制強化
に努めます。各事業の内容については、「主な事業のご案内」をご覧ください。

●地域福祉の推進　
　民生委員・児童委員や地域住民、ボランテ
ィア等と協働し、妙高市と連携を図りなが
ら様々な福祉事業を行います。

◆地域安心ネットワーク推進事業
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
◆介護予防・生活支援サービス（妙高地区）
◆手話・要約筆記奉仕員派遣事業
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
◆民生委員・児童委員活動支援事業
◆福祉団体活動助成事業
◆戦没者追悼法要
◆地域の茶の間助成事業
◆お楽しみランチ事業
◆障がい者交流事業
◆福祉用具貸出し、
　　おむつ給付事業
◆災害罹災世帯見舞事業

●相談支援の充実・強化　
　市民の相談に適切に応じられるように、相
談窓口の充実を図ります。また、新たに法人
後見事業を実施します。

◆日常生活自立支援事業
◆法人後見事業
◆福祉総合相談事業
◆生活福祉資金貸付相談事業

●ボランティア・福祉教育　
　ボランティアの活動支援や、災害時に備え
災害ボランティア講座の開催や訓練の実施、
また、福祉教育に取組みます。

◆ボランティア活動推進事業
　・災害ボランティア事業
　・生活支援ボランティア事業
◆ボランティア育成支援事業
◆福祉教育推進事業

●介護保険等事業　
　利用者が住み慣れた居宅において、自立し
た日常生活を過ごすことができ、また家族
も安心した生活が送れるように支援します。

●いきいきプラザ管理運営事業　
　いきいきプラザの指定管理を受け、利用者
が相互に交流でき、地域福祉の振興と増進
につながる場の提供をします。

◆居宅介護支援事業（サービス計画の作成）
◆訪問介護事業
　・訪問介護事業（介護保険サービス）
　・居宅介護事業（障がい福祉サービス）
◆通所介護事業
　・デイサービスセンター朝日

支出
264,984
千円

収入
264,984
千円

誰もが住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる
福祉のまちづくりに取り組みます

誰もが住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる
福祉のまちづくりに取り組みます

前期末支払資金残高 
42,874 （16.2%）

令和元年度　資金収支決算 単位：千円

介護保険等収入

受託金収入

市・県社協補助金収入

会費・寄附金収入

施設整備等補助金収入

共同募金配分金収入

負担金収入

事業収入

その他の収入

積立資産取崩収入

受取利息配当金収入

前期末支払資金残高

合　　計

124,348

38,542

23,332
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46,150

256,601

民生児童委員活動支援事業

ボランティア活動推進事業

福祉団体活動等助成事業

福祉総合相談事業

日常生活自立支援事業

地域安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業

冬期在宅支援事業

介護予防健康クラブ事業

手話・要約筆記奉仕員派遣事業

新潟県日常生活自立支援事業

シルバーハウジング事業

生活福祉資金貸付事業

お楽しみランチ事業

あったかネットワーク事業

ボランティア育成支援事業

小地域ネットワーク事業

福祉教育推進事業

障がい者交流事業

通所介護事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

10,247

10,478

3,255

2,409

833

4,154

11,162

4,351

5,144

1,212

1,187

772

57

1,585

1,196

1,570

910

505

254

93,335

26,884

13,567

14,775

46,759

256,601
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法人運営事業

いきいきプラザ管理運営事業

当期末支払資金残高 
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　・居宅介護事業（障がい福祉サービス）
◆通所介護事業
　・デイサービスセンター朝日

支出
264,984
千円

収入
264,984
千円

誰もが住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる
福祉のまちづくりに取り組みます

誰もが住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる
福祉のまちづくりに取り組みます

前期末支払資金残高 
42,874 （16.2%）

令和元年度　資金収支決算 単位：千円

介護保険等収入

受託金収入

市・県社協補助金収入

会費・寄附金収入

施設整備等補助金収入

共同募金配分金収入

負担金収入

事業収入

その他の収入

積立資産取崩収入

受取利息配当金収入

前期末支払資金残高

合　　計

124,348

38,542

23,332

9,369

7,425

5,085

1,099

503

393

352

3

46,150

256,601

民生児童委員活動支援事業

ボランティア活動推進事業

福祉団体活動等助成事業

福祉総合相談事業

日常生活自立支援事業

地域安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業

冬期在宅支援事業

介護予防健康クラブ事業

手話・要約筆記奉仕員派遣事業

新潟県日常生活自立支援事業

シルバーハウジング事業

生活福祉資金貸付事業

お楽しみランチ事業

あったかネットワーク事業

ボランティア育成支援事業

小地域ネットワーク事業

福祉教育推進事業

障がい者交流事業

通所介護事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

10,247

10,478

3,255

2,409

833

4,154

11,162

4,351

5,144

1,212

1,187

772

57

1,585

1,196

1,570

910

505

254

93,335

26,884

13,567

14,775

46,759

256,601

収　　入 支　　出

法人運営事業

いきいきプラザ管理運営事業

当期末支払資金残高 

　　　　合　　計 

市
補
助
事
業

受
託
事
業

共
同
募
金
事
業

介
護
保
険
等



4

月

7

8

 相談日

31日(金)

28日(金)

受付期間

15～21日

12～18日

月

9

10

 相談日

25日(金)

30日(金)

受付期間

 9～15日

14～20日

生活支援ボランティア事業

支援者を募集！
生活支援ボランティア事業

支援者を募集！

～善意ありがとう～～善意ありがとう～
　次の方々より『地域の福祉に役立ててほしい』
と暖かいご寄付をいただきました。
福祉のまちづくりを推進するために活用させてい
ただきます。
▶手打ちそば平丸様から
猫の貯金箱に集まったお
金を寄付いただきました。

　生活支援ボランティア事業は、在宅で生活して
いる高齢者や障がい者などの困りごとを有償のボ
ランティアがお手伝いする事業です。
　ゴミ出しや掃除、買い物など、普段の生活の中
でちょっとしたお手伝いに協力してくださる支援
者を募集しています。
　ボランティアに協力していただける方の年齢、
性別や資格などに制限はありません。
◆活 動 費　1時間500円　/　30分250円
◆活動内容　掃除、洗たく、買い物、話し相手
　　　　　　近所の方のゴミ出しなど
◆申 込 み　妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660

あいあう食堂
フードシェアリング

あいあう食堂
フードシェアリング

　新井南小学校区（南部地区）で幅広い世代が集
まる地域の居場所づくり活動をされている「あい
あう食堂」では、妙高市内の子育て中のご家族に
お米や食品を届けるフードシェアリング活動を行
うため、寄付を募っています。
◆寄付を募っているもの
　お米（玄米が望ましい）、レトルト食品
　調味料、缶詰、お菓子、カップラーメン
※保管場所の関係上、賞味期限の長いものに限ら  
　せていただきます。
◆連 絡 先　あいあう食堂実行委員会　
　代表 平出京子　℡080-3826-9591

　弁護士が月1回、無料で相談に応じます。
◆相 談 日（事前に予約が必要です）

◆相談時間　午後1時～5時までの間で1人30分
◆会　　場　いきいきプラザ2階　高齢者学習室
◆申 込 み　妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660

無料弁護士相談無料弁護士相談

緊急小口資金(特例貸付)のご案内緊急小口資金(特例貸付)のご案内
　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等
により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活の
維持のための貸付を必要とする世帯へ貸付を行って
います。
まずは電話でお問い合わせ下さい
◆貸 付 額　10万円(特例20万円)
◆問い合せ　妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660

令和2年3月1日～令和2年5月31日受付分

  寄 付 者 名　　        　　　 　　　寄 付 金
手打ちそば平丸　様　　　　　　　     17,366円
金子光郎　様　　　　　                  200,000円

  寄 付 者 名　　        　　　    寄 付 物 品
関　一茂　様　　　　　　　　  タオル　185点

不要なマスクお譲りください不要なマスクお譲りください
　新型コロナウィルス感染防止に役立てるため、マ
スクの寄付を受付けています。お手持ちのマスクに
余裕がありましたら、「マスク受入れＢＯＸ」へお
願いします。集まったマスクは、マスクを必要とし
ている世帯や福祉施設等に配布します。
◆募集するマスク　ビニールや箱で梱包されている
　新品で未使用のマスク
　・布マスク　・不織布マスク　・ウレタンマスク
◆「マスク受入れBOX」設置場所
　〇妙高市社会福祉協議会
　・本所：いきいきプラザ 3階、1階受付
　・妙高高原支所：高原メッセ
　・妙高支所：保健センター 1階
　〇妙高市役所１階コラボサロン
◆「マスク受入れBOX」設置期間　7月31日(金)まで
◆問い合せ　妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660


