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次の皆さまからご寄付をいただきました。社協の諸事業に

活用させていただきます。《4/1～5/31》(順不同、敬称略)

老人福祉センター囲碁教室

　　　　　　　　　29,729円

吉川　勝　　　　 新品タオル

大垣市社会福祉協議会　令和２年度決算報告

駅前接骨はりきゅう治療院

くまのて 西川　可一

日本の酒を大垣で楽しむ会

アルコール消毒

【かわなみ作業所へ】

株式会社セントラルMEGAコン

コルド1515大垣インター南店

　　　　　　アルコール消毒

　　　　　　　不織布マスク

大垣市社会福祉協議会　令和２年度　事業報告
　新型コロナウイルス感染症により、これま
で当たり前であった日常生活が大きく変化し
ました。本会におきましても、社会福祉大会
等の行事、いきいきサロン等地域住民による
活動は、休止や延期等活動自粛を余儀なくさ
れました。
　本会では、不足する衛生用品の対応、生活
に困窮している方への食料支援を目的に大垣
市と共同して「むすぶプロジェクト」を立ち
上げ、広く市民の皆さんにご協力いただき必
要とする方々等へ配布いたしました。
　第４次地域福祉活動計画の事業遂行につい
ては、コロナ禍さまざまな制限がある中、
ICTを活用したオンライン会議や講座の開催

事業運営部会活動

ボランティア部会活動

4,626件)
②認知症初期集中支援推進事業(相談件数延689件)
③在宅介護支援センター事業(介護予防教室
　参加者延373人)
④障がい者生活支援センター事業(相談件数1,243件)
⑤障がい者就労支援センター事業(支援件数延1,826人)
⑥西濃地域成年後見支援センター事業(相談件数延107
　件)
⑦西濃地区福祉サービス利用支援センター事業
　(相談件数延795件)
⑧生活支援相談センター事業(相談件数840件)
⑨みんなで支え合いバンク食糧支援(支援回数145回)
⑩生活福祉資金貸付事業(相談件数2,144件)
⑪障害者社会参加促進事業(参加者延346人）
⑫生活支援体制整備事業
　社会福祉法人連携協議会　22法人加盟
⑬移動支援事業(利用回数延394回)
⑭福祉団体等活動支援事業

①大垣市ボランティア市民活動支援センター　
　運営事業
・相談・斡旋業務の充実(調整件数：4件)
・大垣市ボランティア連絡協議会の支援
・ボランティア登録(登録者数：60人、168団
　体・9,081人)、ボランティア保険の斡旋
・マスコットキャラクター(あいちゃん)の周知
　(情報誌、募集用紙、ブログ、ホームページ、
　YouTube)
②ボランティア育成研修事業
・わくわくサマーチャレンジ(参加者10名)
・企業向け介護講座(オンデマンド講座)
・傾聴ボランティア養成講座(参加者:オンライ
　ン11名、パブリックビューイング15名)
・学習支援サポーター養成講座(参加者:オンラ
　イン13名、パブリックビューイング2名)
・高校生歳末メッセージ(100通配布）
③福祉教育協力校指定事業(指定38園、40校)
・講演会、研修会への講師派遣（26件）

総務部会活動

や動画配信など、新しい形態を試みました。
　地域福祉活動においては、２０地区社協を
はじめとした行政・関係機関・団体との連携
を密にし、「あんしん見守りネットワーク」
や「生活支援体制整備事業（支えあいの
会）」等の活動を継続しました。
　また、責任と透明感のある組織団体として
責務を遂行するために、ホームページをリ
ニューアルしたほか、新たな財源の確保を目
指し、広報物に有料広告を掲載しました。
　いまだ、終息の見通しは立っていない現状
で、新しい時代に求められる施策を皆様と協
働し、「オール大垣市社協」で着実に事業を
実施しました。　

⑤あんしん見守りネットワーク事業の推進
　(20地区　対象者4,784人）
⑥地域見守り関係事業所との協定(68事業所)
⑦地域支援ネットワーク委員会事業の実施　
　(9地区14回開催)
⑧地域防災力向上推進事業の実施
⑨生活支援事業
・支え合い団体への支援(東・宇留生・荒崎・
　青墓・中川・和合・墨俣地区)
・買い物支援(綾里・上石津地区)[利用者延
　330人　実施回数62回]
⑩地区防災士会の支援(20地区)
⑪生活支援活動拠点整備事業
・お散歩カフェ(綾里地区)[開催日数32日、参
加者延542人)
⑫むすぶプロジェクト(臨時事業)
・マスク・消毒液等の寄付件数　225件　
　13,986点
・手作りマスクボランティア数　48人　1,954枚
　[食事サービスボランティアや一人暮らし高齢
　者の方に配布](93人　延279枚配布)
・フードバンクプロジェクト　1,856点
⑬地区社協連絡会(3回）

①地域包括支援センター事業(総合相談件数延

①組織機能の強化
・理事会(3回)、評議員会(3回)、評議員選
　任・解任委員会(2回)、専門部会(総務部会
　2回、地域部会2回、ボランティア部会2回、
　事業運営部会2回)　
②財政基盤の強化
・住民会員、会費制度の充実
・共同募金、歳末助け合い運動の推進
③指定管理施設の運営管理の充実
④広報活動の強化
・社会福祉大会の開催(式典及び講演会中止、
　表彰状及び感謝状郵送、広報への掲載)
・社協だよりの発行(年6回)、有料広告の掲
　載
・ホームページ(リニューアル)による広報活動
(アクセス件数103,732件)
・社協情報誌の発行
・声の広報、点訳による広報の実施
⑤居宅介護支援事業
　(プラン 延5,457件、うち予防プラン1,395件)
⑥特定相談支援事業・障がい児相談支援事業
　(利用者 延328人)
⑦訪問介護事業
　(利用者 延3,117人、利用回数 延23,293回)
⑧訪問看護事業
　(利用者 延1,708人、利用回数 延12,778回)
⑨通所介護事業
　(利用者：上石津 延867人、墨俣 延632
　人、青野 延169人)
⑩かわなみ作業所運営事業(利用者 延1,109人)
⑪かわなみホーム事業(利用者 延284人)
⑫かわなみホーム短期入所事業(利用者 延75人)
⑬老人福祉センター運営事業
　(利用者:大垣　延11,265人、上石津　延
　8,686人、墨俣　延5,244人　※入浴者数、
　個人、団体利用者等)
⑭総合福祉会館運営事業(利用者数延11,654人)
⑮福祉バスの運営(利用件数10件)

①地区社協活動の強化
・ふれあいいきいきサロンの実施
　(318自治会実施　設置235か所)
・地区社協福祉大会の開催(1地区)
・歳末友愛訪問の実施(20地区、2,636人対象)
②福祉推進委員活動の支援(493自治会　895人)
・ふれあいのまちづくり推進大会の開催(6/14
　[日]中止）
・地区別研修会(全4地区6回開催)
・福祉推進委員連絡会(3回)
③食事サービスの実施(対象者241人、ボラン
　ティア1,353人)
④緊急連絡のてびきの作成(作成人数4,247人）

地域部会活動

〈決算報告〉
 1,013,607,959 （収入）
 1,026,996,218 （支出）
   △13,388,259 （当期資金収支差額）

支出合計
1,026,996,218

収入合計
1,013,607,959

（ ）
自主事業：561,504,575（54.7％）
（介護保険事業等 16事業）

（ ）
受託事業：172,219,664（16.8％）
（福祉バス運営事業等 11事業）

法人運営事業：191,255,350（18.6％）その他：39,475,592（4.0％）
　その他の収入 8,658,353
　 長期貸付金回収収入 10,000
　積立資産取崩収入
　4,609,219
　その他の活動による収入
　26,198,020

事業収入：733,201,147（72.2％）
　事業収入 1,589,507
　介護保険事業収入
　441,099,067
　就労支援事業収入
　10,467,547
　障害福祉サービス等事業収入
　232,828,471
　医療事業収入 47,216,555

公費財源：200,254,601（19.8％）
　経常経費補助金収入 80,091,389
　受託金収入 72,129,212
　老人福祉事業収入 48,034,000

民間財源：40,676,619（4.0％）
　会費収入 17,577,125
　寄付金収入 2,570,292
　受取利息配当金収入 19,263,322
　施設整備等補助金収入 1,265,880

〈単位：円〉

指定管理：64,877,441（6.3％）
　総合福祉会館等
　4事業

地域福祉事業：37,139,188（3.6％）
　地域福祉事業等
　2事業



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

ボランティア・市民活動・福祉教育のページ 

受講者
募集!

社協会費の納入をお願いします(一般会費・賛助会費・特別会費)

　社協会費(一般会費・賛助会費・特別会費)は地

域福祉・福祉育成・ボランティア活動の推進にお

いてたいへん重要な財源となっております。コロ

ナ禍でご負担の大きい中、誠に恐縮ですが、社協

会費の納入にご協力をお願いいたします。

社協会費のつかいみち

※賛助会費や特別会費にご協力いただいた企業・事業所・

団体・施設等の情報をHPにて公開させていただきます。

【ホームページ】 https://www.ogakishakyo.or.jp/

種　別 内　容

世帯あたり300円

一口1,000円

通所施設：一口5,000円
入所施設：一口10,000円
団体：一口1,000円

一般会費（自治会等を通じて）

賛助会費（企業・事業所等）

特別会費
（施設・団体・保育園等）

○地域福祉を推進する事業

・地区社協への活動助成

○ボランティア活動を推進

する事業

・ボランティアの育成

・ボランティア活動への支援

○福祉を育成する事業

・社会福祉大会の開催

（福祉功労者表彰・講演）

・福祉団体への助成

○広報誌「社協だより」

の発行（年６回）

学習支援サポーター養成講座

　家庭と学校以外で、子どもが安心して

過ごせる「第三の居場所」として学習支

援・居場所づくりについて考える機会と

実際の学習支援の現状を知り、学習支援

ボランティアの養成をします。

◆とき

6月29日(火)　10:00～12:00

◆内容

【公開講座】

第１部

『地域に必要なものを地域でつくる挑戦

～ひとりから始めるボランティア組織や

NPOの設立事例～』

講師：こおりやま子ども若者ネット

　　　　　　　　　代表　鈴木　綾　氏

第２部

『ボランティアを始めよう～大垣市でのボ

ランティア活動・子どもの居場所につい

て～』

大垣市ボランティア市民活動支援センター

◆募集対象

大垣市在住・在勤・県内在学(大学)の方

◆参加方法

原則オンライン(Zoom)

※オンライン受講が困難な方は、大垣市

総合福祉会館(大垣市馬場町124)にて、

パブリックビューイング

◆定　員

オンライン：定員なし

パブリックビューイング：20名

◆参加費

無料　※インターネット通信料は個人負担

◆申込・問合せ先

下記ＱＲコードからお申込みいただくか、

大垣市ボランティア市民活動支援センター

へお電話にてお申込みください。

℡78-818２

←お申込み
←QRコードは
←コチラ

どうしてる 気にかけ声かけ 支え合おう
高橋　凪咲(川並小５年)

君の手が だれかを支える やさしさに
無藤　大弥(日新小３年)

ぼくの手も 役にたつかな いつの日か
近藤　愛斗(宇留生小３年)

福祉標語入選作品　小学生の部令和２年度

有　料　広　告

■アミカ大垣店
　岐阜県大垣市東町 2-90   ☎ 0584-73-5333

■アミカ大垣北店
　岐阜県大垣市林町 10-5   ☎ 0584-83-7377

『食』 『豊かさ』の本質を追究

総合食品商社

岐阜県大垣市浅草 2-66
☎ 0584-89-7777（代表）

http:/www.oomitsu.com

業務用食品スーパー

社協だより・ホームページ広告募集中
●応募要件　社協会員で、市内に事業所のある民間企業・事業主・施設等

●広告の規格
　及び掲載料

ホームページ１区画 3,300 円 ( 税込 )／月
社協だより１区画 3,300 円 ( 税込 )／号
（社協だより年６回発行）

広告収入は、住みやすいまちづくりのための財源として役立てられ
ます。企業ＰＲと地域貢献を兼ねた取組みをぜひご検討ください。
※詳細はホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。 
問合せ先　大垣市社会福祉協議会　TEL78-8182
　　　　　ホームページ　https://www.ogakishakyo.or.jp/車いす専用のタクシーもあります♬

ご協力いただける個人・企業
法人様を募集しています

　生活支援相談の中には既存の制度(生活福祉資金

貸付事業等)だけでは対応できない困りごとがあり

ます。そこで、地域の皆さんと一緒に支え合う仕組

みとして『みんなで支え合いバンク』を通して、生

活にお困りの方の自立に向けた支援を行っていま

す。近年は新型コロナウイルスの影響を受け、思う

ように就職できず、食べるもの等に困られてご相談

に来られるケースが増えており、提供できる品物が

不足しております。

　ご協力いただける個人・企業・法人様は、下記連

絡先までご連絡ください。

◆実施方法

　支援をしていただける個人・企業・法人様から食

料品等をご提供いただき、市社協で一旦お預かりし

ます。市社協では「支え合いバンク」の仕組みと支

援者の意向を説明し、預かった食料品を必要として

いる方へお渡しします。

※お渡しする方は、市社協の相談支援対象者です。

◆募集している品物

・缶詰　　　　

・カップ麺

・インスタント食品

・フリーズドライ食品等

※賞味期限が1ヵ月以上あるもの。

※期限内に対象者が無かった場合は、市社協の判断

で処分することにご理解いただけるもの。

◆問合せ先

大垣市社会福祉協議会(大垣市馬場町124)

総合相談支援課　℡75-0014

大垣社協

私たちと一緒に働きませんか？

お手持ちのスマートフォンで、右のＱＲコ
ードを読み取っていただき、社協だよりを
ご覧になったあなたのご意見・ご感想をお
聞かせください！

社協だより4月15日号でご案内した「おやじさんの料理教室
(前期)」は新型コロナウイルスの感染予防のため、中止となり
ました。

「手話奉仕員養成講座」は新型コロナウイルスの感染予防のた
め、中止となりました。
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