
ボランティアの手作り弁当はいかが？

★利用料：1食300円　　　※昼食を対象とする地区と、夕食を対象とする地区があります。

妙高高原地区調理ボランティア山鳩会によるお弁当の配達

編集・発行 妙高市社会福祉協議会・妙高市ボランティアセンター
妙高市中町４番１６号（妙高市いきいきプラザ内）

http://myoko-syakyo.jp/　TEL：72-7660　有線2-3325　FAX：70-1345

令和４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・助け合う持続可能な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、社会福祉協議会の事業・活動
を支える大切な財源となっています。
　一般会費（1世帯 1,000 円）は町内会長、区長さんを通じてご依頼しています。
　特別会費・賛助会費（1口 1,000 円）は市内の法人事業所及び福祉関係団体等にご依頼しています。
　今年度も皆様からご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

社会福祉法人妙高市社会福祉協議会　会長　三浦了好

　「お弁当お届けにあがりまし
た。今日もお庭がきれいです
ね。」「いつもありがとね～。」
何気ない会話に笑顔が咲きます。
　お楽しみランチ事業では月２
回、概ね70歳以上の世帯を対象に
ボランティアが手作り弁当を配達
しています。顔を合わせるのは一
瞬ですが、コロナ禍でお付き合い
が希薄になる中、美味しいお弁当
と挨拶で少しでもほっこりしても
らえたらと願っています。
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令和3年度妙高市社会福祉協議会　事業報告・決算

令和4年度妙高市社会福祉協議会　事業計画・予算

令和4年度予算グラフ

　「支え合い・助け合う持続可能な地域共生社会の実現」を基本理念とし、妙高市との
連携の下、民生委員・児童委員やボランティア、町内関係者等の参加と協力を得なが
ら、「助け合い」「支え合い」の仕組みづくりに取り組みます。
　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
◆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
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
◆手話・要約筆記奉仕員派遣事業
◆介護予防・生活支援サービス
　(高原地区、妙高地区 )
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
◆地域の茶の間助成事業
◆お楽しみランチ事業
◆福祉用具貸出し、
　おむつ給付事業
◆災害罹災世帯見舞事業
◆○新福祉・介護施設助成事業
○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、相談窓
口の充実を図り、関係機関や地域と連携し悩
みや困りごとの解決に向け一緒に考えます。

◆法人後見事業
◆日常生活自立支援事業
◆軽度日常生活自立支援サービス事業
◆福祉総合相談支援事業

○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。

○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。

◆居宅介護支援事業
◆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

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

◆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
◆ボランティア活動助成事業
◆福祉教育事業
◆○新福祉教育実施校助成事業

○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を開催します。
また、福祉教育の推進に取組みます。

○会員数　一般会員 8,098 世帯　　
　　　　　特別会員 169 企業　賛助会員 93件

○市補助事業
◆地域安心ネットワーク推進事業
　見守りネットワーク 431 世帯
◆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 66回
◆災害ボランティア支援登録者　58人
◆生活支援ボランティア事業
　延 513 回派遣　登録 : 利用者 100 人、提供者 61人
◆法人後見事業　受任件数 1件
◆日常生活自立支援事業　利用者 3人、支援者 3人
◆軽度日常生活自立支援サービス事業　利用者 1人
◆福祉団体活動助成事業　6団体　
◆戦没者追悼法要　35人参列
◆福祉総合相談事業
　弁護士相談 64件、生活相談 87件、介護相談 120 件

○介護保険等事業
◆居宅介護支援事業　計画件数 1,040 件
◆訪問介護事業　訪問回数 6,352 回
◆通所介護事業
　デイサービスセンター朝日　延利用者 8,796 人

○法人会議開催
理事会 4回　評議員会 2回　監事会 2回

○市委託事業
◆介護予防・生活支援サービス (妙高地区 )
　高原地区　開催回数 200 日、延利用者 708 人
　妙高地区　開催回数 127 日、延利用者 1,420 人
◆手話・要約筆記奉仕員派遣事業
　手話・要約筆記奉仕員 113 回派遣
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
　実施件数：屋根雪除雪 58世帯、雪踏み 19世帯
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
　16世帯　安否確認 3,735 回

○共同募金事業
◆地域の茶の間助成事業　48地区
◆お楽しみランチ事業　153 人 2,137 個配食
◆ボランティア育成支援事業　18団体 307 人
◆福祉教育推進事業　新井高校社会科クラブ 16人
◆福祉用具貸出事業　車椅子 81件

○いきいきプラザ管理運営事業
◆いきいきプラザ利用者　1,438 件、12,296 人

令和３年度決算グラフ

いきいきプラザ
管理運営事業
15,675（6.0%）

共同募金事業
7,002（2.7%）

当期末支払資金残高
34,201（13.2%）

法人運営事業
10,292（4.0%）

介護保険等
事業
123,817
（47.8%）

受託事業 
29,139
（11.3%）

市補助事業
38,753
（15.0%）

支出
258,879
千円

市・県社協補助金
39,857（15.4%）

会費・寄附金
8,743（3.4%）

施設整備等補助金
5,858（2.3%）

共同募金配分金
6,231（2.4%）

その他
1,820（0.7%）

前期末支払資金残高
36,587（14.1%）

収入
258,879
千円

介護保険等
115,414
（44.6%）

受託金
44,369
（17.1%）

収入
275,832
千円

介護保険等
115,369
（41.8%）

受託金
44,476
（16.1%）

市・県社協補助金
36,484（13.2%）

施設整備補助金等
14,179（5.1%）

会費・寄附金
9,268（3.4%）

共同募金配分金
4,453（1.6%）

その他
2,316（0.9%）

積立資産取崩
6,000（2.2%）

前期末支払資金残高
43,287（15.7%）

支出
275,832
千円

介護保険等事業
138,293
（50.1%）

受託事業
29,681
（10.8%）

市補助事業
34,841（12.6%）

いきいきプラザ
管理運営事業
15,689（5.7%）

法人運営事業
9,507（3.4%）

共同募金事業
5,725（2.1%）

当期末支払資金残高
42,096（15.3%）

令和3年度　資金収支決算
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災害ボランティア
支援者養成講座のご案内
災害ボランティア災害害ボラランティアアィア

支援者養成講座のご案内支支援援者養者養成養成講講座のの成講講座のご案案内案内
　近年、大きな災害が全国各地で発生し、多くのボラン
ティアが被災者の支援のため活動しています。被災者
の暮らしを支えるボランティア活動は、重要な役割を担
っています。災害ボランティアセンターでは、皆さんの
力が必要です。災害に備えて、ともに学びを深めてみま
せんか。
◆日　時　8月28日(日)　9時30分～12時
◆場　所　上越総合福祉センター

（上越市木田新田1-1-3）
◆講　師　にいがた災害ボランティア

ネットワーク　李 理事長
◆内　容　被災者支援のあり方と

災害ボランティア活動
◆参加費　無　料（定員30人）
◆申込み　妙高市社会福祉協議会

℡72-7660　FAX70-1345
7/29(金)までに申し込みください。

○主　催　妙高市社会福祉協議会
　　　　　上越市社会福祉協議会

　24時間テレビキャリティー募金は福祉・環境・災害援
助の支援に活用されます。皆様のご協力、よろしくお
願いします。
◆募金箱設置場所　妙高市社会福祉協議会本所、
妙高支所、妙高高原支所、
道の駅あらいくびき野情報館
◆募金受付期間
8月22日(月)～8月26日(金)
※道の駅あらいくびき野情報館は28日(日)まで
◆問合せ　妙高市社会福祉協議会　℡72-7660

24時間テレビ「愛は地球を救う」

　次の皆様より『地域の福祉に役立ててほしい』と温
かいご寄付をいただきました。　（順不同）

令和4年3月1日～令和4年5月31日受付分

　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。
　皆さんからのご連絡お待ちしております。
　◆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

社協妙高支所移転と職員紹介
　妙高支所の改修工事に伴い、社会福祉協議会妙高支
所が移転しました。皆様にはご不便をおかけいたします
が、変わらずご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
　なお、４月から妙高支所の職員がかわりましたのでご
紹介いたします。

 ４月から社会福祉協議会妙高支所に
勤務しております、三浦京子と申しま
す。妙高地域のために一生懸命努め
て参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

◆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
　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


