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令和３年度 事業報告と決算報告事業報告と決算報告

決算報告

　湖西市社会福祉協議会では、「ふれあいあふれる　はつらつとしたまち」を目指し、
各事業に取り組んでいます。令和 3年度は、前年度に引き続きコロナ禍での事業展開
となりましたが、住民の皆様をはじめ関係機関・団体の皆様のご理解とご協力により、
コロナ禍における新たな形での事業実施や取り組みを継続・発展させることで、地域
でつながり・支え合う仕組みづくりを推進することができました。ここに令和 3年度
の事業及び決算についてご報告いたします。

（単位：円）

勘定科目 決算額

収
入
内
訳

会費収入 9,622,470

寄附金収入 45,381,426

経常経費補助金収入 39,091,000

共同募金配分金収入 5,461,125

受託金収入 48,551,924

事業収入 294,960

介護保険事業収入 155,199,351

障害福祉サービス等事業収入 7,516,149

その他の収入 10,979,888

前期末支払資金残高 114,441,137

収入合計 436,539,430

勘定科目 決算額

支
出
内
訳

人件費支出 231,448,882

事業費支出 28,763,501

事務費支出 18,224,647

助成金支出 7,883,236

負担金支出 290,111

その他の支出 39,278,140

当期末支払資金残高 110,650,913

支出合計 436,539,430
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事業報告（主なもの）

※�その他の主な事業につきまして
は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止とさせていた
だきました。

1　�役員会等の開催
（1）理事会　6回　　（2）監事会�　2回
（3）評議員会　4回

6　地域福祉を担う人材の育成
（1）�ボランティア体験講座（わくわくチャレンジ）開催　

４回
（2）ボランティア相談の実施　107件
（3）�ボランティアネットワークだよりの発行　6回

8　サービスが利用しやすい環境の整備
（1）福祉総合相談事業　
　　法律相談 163件、司法書士相談 82件
（2）生活困窮者自立相談支援事業（市委託事業）
　　�自立相談支援・家計改善支援・住居確保給付金　�
相談件数 224件

（3）生活福祉資金等貸付事業の推進　273件

9　�安心して暮らせる環境
の整備

（1）�災害ボランティアコー
ディネーター養成講座
の開催　２回

（2）�災害ボランティアグ
ループや行政、関係機
関との連携

　・�災害ボランティア団
体定例会への出席

　・�「湖西ライオンズクラ
ブ」及び「浜名湖青
年会議所」との災害
時支援協定の締結

7　福祉サービスの充実
（1）日常生活自立支援事業の推進（県社協委託事業）
　　利用者 13人、支援総回数 250回
（2）成年後見制度に対する取り組み
　　・�権利擁護支援体制づくりに向け研修・会議に参加
　　・社協法人後見受任　補助 2件（受任終了 1件）
（3）安心手助け事業（さわやかサービス）の推進
　　利用会員 20人、協力会員 7人、
　　移送運転手業務 163回、車輌貸出 85件
（4）�介護保険サービス・障害福祉サービス事業の充実

及び活用の促進
（5）老人福祉センター指定管理

5　地域における支え合い活動の推進
（1）地区社会福祉協議会活動充実強化�
（2）マイクロバス貸出�10 団体へ 13回貸出
（3）福祉関係団体支援�
　　�老人クラブ連合会、ひとり親寡婦福祉会、身体障害者福祉協会、手をつなぐ育
成会、保育士会、子ども会連合会に補助金を交付し活動支援

（4）生活支援体制整備事業（市委託事業）�
　　�５つの中学校区（新居・白須賀・鷲津・湖西・岡崎）に生活支援コーディネーター
を配置し活動

（5）ボランティアネットワーク登録�61 団体・1,180 人、個人 12人
（6）ボランティア活動室の有効活動�延べ利用者 1,838 人�
（7）健康体操教室の充実（市委託事業）�
　　・36会場 18地区が活動　　・健康体操リーダー養成講座開催　１回
（8）共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援
　　①共同募金配分金事業（ボランティア団体への助成）12団体 428,815円
　　②歳末たすけあい募金配分金事業
　　　�・援護金 113世帯 1,641,412 円
　　　・地域福祉活動支援事業 11件 687,830 円
（9）市内社会福祉法人等連携強化
　　社会福祉法人等連絡会設置に向けた勉強会開催　１回
（10）有償ボランティア「ちぃーとサポート」の立上げ

2�　会員及び会費の状況
（1）一般会費 (一世帯 500円）� 16,652口� 8,325,800円
（2）特別会費 (一口 1,000 円）� 1,153口� 1,152,670円
（3）賛助会費 (一口 1,000 円）� 94口� 94,000円
（4）施設・団体会費 (一口 1,000 円）�50口� 50,000円
� 合計� 9,622,470円

3�　地域福祉に関する理解の促進
（1）社協だよりの発行　6回（奇数月）
（2）社協ホームページの運営
　　�ホームページリニューアルを行い、デザインや構
成をより見やすくし、利便性の向上を図った

（3）地区社会福祉協議会会長会議の開催　2回
（4）�福祉に関する意見箱「こふくちゃんポスト」の設置

� 利用件数 3件

4　地域における交流活動の推進
（1）福祉教育実践校の指定�市内 14校
（2）ふれあい・いきいきサロンの支援（市委託事業）
　　・サロン会場 42地区中 36地区開催
　　・サロンボランティア養成講座開催　２回
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支え手：40名　　受け手：21名
（お手伝いする方）　　　　　　（サービスを受ける方）

５月 31日現在

２日前までに社会福祉協議会へご連絡ください。
調整がありますので、早めに申し込みをお願いします。

●利用対象：概ね 65歳以上の方
●利用料金：10分 100円（最大 60分まで）
●利用回数：月８回まで
●利用時間：８時～ 17時

ちぃーとサポートがスタートしました

～市内にお住いの方同士によるささえあいの気持ちを大切にしています～

　４月から日常生活でのちょっとした困りごとを地域住民の方が主体となりたすけ
あう活動「ちぃーとサポート」が始まりました。
　４月・５月の主な活動内容として、ゴミ出し 18件、電球交換・かさの掃除４件、
布団干し・取り込み２件、買い物代行２件、部屋の掃除・整理整頓５件の依頼があ
りました。ゴミ出しや高所部分に困りごとが多いように感じます。
　ちょっとした困りごとがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
　※草とりについては、サポート対象外となります。

電球交換

利用方法

お問い合わせ 地域福祉係　　☎ 575－0294

支え手さん　随時募集しています
「できること」を「できるとき」に「できるひと」が「無理のない範囲」で�
たすけあい活動をしてみませんか。
「地域のために何かしたい」と考えている方、お気軽にご連絡ください。

地域たすけあい活動

喜んでもらえて
よかったです！ 助かったわぁ～
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総務企画係　☎ 594－5511お問い合わせ

このような時、
　日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業は心強い味方です

　軽度の認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方に対
して、福祉サービスの利用に関する相談を受けたり、公共料金の支払いや日常生活
での生活費の払い戻しなどのお手伝いをします。ただし、事業を利用したいという
意思と事業の内容について理解できる判断能力が必要です。
※福祉サービスを利用していない、又は必要がない方の生活費の管理はできません。
※障がい等に起因しない浪費癖の方の管理はできません。

※利用料は、1回あたり 1,000 円です。ただし、生活保護受給者は無料です。

「福祉サービスの利用援助」を基本サービスとして、
「日常的な金銭管理」や「書類等の預かり」を行います。

通帳を
どこにしまったんだ？
印鑑はどこだ？

最近、公共料金や
福祉サービスの
利用料の支払いを
忘れてしまうことが

多いのよ！

福祉サービスって
どうやって
使うんだろう？

弟はいつも障害年金が
入るとすぐに使ってしまうので、
私たちが援助してましたが、

いつまでも面倒を見ていられません。
本人がうまくやっていけるように
なってもらいたいんだけど…
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ヘルパーが介護の不安や日常生活上の悩みを解決しますヘルパーが介護の不安や日常生活上の悩みを解決します

こんにちは「ヘルパー」です！
『笑顔を届けよう！』をモットーに

在宅生活応援中！

⃝介護認定で要介護 1・2・3・4・5の認定を受けた方
⃝介護認定で要支援 1・2の認定を受けた方
⃝基本チェックリストで事業対象者と判断された方
⃝障害の支援区分認定で区分 1・2・3・4・5・6の認定を受けた方
　など

●身体介護：�排泄介助、食事介助、入浴介助、移動・移乗介助、服薬介助、�
外出介助、デイサービスの身支度等

●生活援助：掃除、洗濯、調理、買い物、ベッドメイキング等

湖西市社協介護センターあらい
☎ 　594-5000
FAX　594-7771

お問い合わせ

いつまでも住み慣れたご自宅で過ごしていただけるよう
自立を支援しながら「身体介護」、「生活援助」をおこなっています

◦どんなサービス

◦対象者（ヘルパーを利用できる方）
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プライムアース EVエナジー株式会社 静岡県退職公務員連盟浜名支部ヤマハ発動機労働組合

ふれんどサークル㈱ダイナム静岡新居店

皆さまからのあたたかい善意の紹介（令和4年 4月 1日～令和 4年 5月 31日）

善意のご寄附ありがとうございます

社協公式Twitter運用開始のお知らせ社協公式Twitter運用開始のお知らせ

皆さまから、心あたたまるご寄附をいただきありがとうございます。（順不同・敬称略）

　湖西市社会福祉協議会では、7月 1日より公式 SNS として Twitter を
開始しました。地域福祉に関する情報をはじめ、社協事業のお知らせなど
さまざまな情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。
　以下のURL またはQRコードよりアクセスいただけます。

https://twitter.com/kosai_shakyo

ふれんどサークル� 40,144円
ヤマハ発動機労働組合
� 200,000円
プライムアース EVエナジー株式会社
� 100,000円
テクリマン♪� 10,000円
岩崎征郎� 459円
大知波自治会� 3,489円
匿名� 2,000円
匿名� 2,407円
匿名� 1,149円

水谷いずみ
河美健康体操教室
山口秀夫
川水星寿
匿名６名

山田順子
岡崎小学校
掛井亮一郎
水谷いずみ
日本モーターボート選手会静岡支部
戸ケ里美咲・将志
鈴木笑子
柏谷久美子
しらゆりこども園　白井
日本生命浜名湖営業部
小城友子
浜名環保㈱女子会
高柳桂子
㈱新光製作所
匿名 16名

山田順子
掛井亮一郎
からだ回復センター湖西
片山文昭
龍谷寺万両の会
大石浩幸
伊藤君代
戸ケ里美咲・将志
日下部伸雄
鈴木笑子
石田悦子
まんさくの里
柏谷久美子
NPO法人ハピネス湖西
河美健康体操教室
山口秀夫
日本生命浜名湖営業部
図書館ボランティアどんぐり
浜名環保㈱女子会
牧野正明
迫田宜大
匿名 26名

山田順子
掛井亮一郎
からだ回復センター湖西
水谷いずみ
土井久子
伊藤君代
柏谷久美子
高柳桂子
戸ケ里美咲・将志
湖西市民
匿名 10名

伊藤君代� マスク
すこやかファーム湖西� 食品
山口秀夫
� グリーンスタンプギフト券
水谷いずみ� ポストカード
㈱ダイナム静岡新居店
� 食料品・生活雑貨
ふれんどサークル� 文房具
静岡県退職公務員連盟浜名支部
� タオル
佐藤竟子� 介護用品
匿名� 衣類
匿名� 折り紙
匿名� 色紙・紙掛
匿名� ひまわりカード助成券
匿名（２名）� 食品
匿名（５名）� 介護用品

寄附金

切手・はがき・テレカ・満点ひまわりカード

使用済切手 プルタブ ベルマーク

その他

QR
コードURL
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ホルト通りホルト通り

新
居
浜
名
線

新
居
浜
名
線

社協の
相談窓口

ご予約は…

☎ 525-6667

多くの市民の方に法律相談・司法書士相談をご
利用いただくため、同一内容での相談は３回ま
でとさせていただきます。

社会福祉法人　湖西市社会福祉協議会
■総務企画係
〒 431-0303　静岡県湖西市新居町浜名 643-1
（湖西市老人福祉センター内）
TEL（053）594-5511・FAX（053）543-5567
E-mail：shakyo@kosai-sk.or.jp
URL：https://www.kosai-sk.or.jp

■生活支援係
〒 431-0442　静岡県湖西市古見 1044
（健康福祉センターおぼと内）
TEL（053）525-6667・FAX（053）575-3299
E-mail：shakyo@kosai-sk.or.jp
■地域福祉係
TEL（053）575-0294・FAX（053）575-3299
E-mail：shakyo@kosai-sk.or.jp
■湖西市社協介護センターこさい
TEL（053）575-3294・FAX（053）575-3299
E-mail：kaigo@kosai-sk.or.jp

■湖西市社協介護センターあらい
〒 431-0303　静岡県湖西市新居町浜名 575
（新居介護サービスセンター内）
TEL（053）594-5000・FAX（053）594-7771
E-mail：kaigo@kosai-sk.or.jp
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令和４年
７月１日発行

№ 244

7/12 火・8/9 火
13：00～ 16：00（１人約 20分）
健康福祉センター
白井　聖記　先生相談員

場 所

日 時

7/23 土・8/27 土
９：00～ 12：00（１人約 20分）
7/5 火・9/6 火
13：00～ 16：00（１人約 20分）
健康福祉センター
平岡　新　先生相談員

場 所

日 時

7/16 土・8/20 土
９：00～ 12：00（１人約 20分）
老人福祉センター
加藤　久貴　先生相談員

場 所

日 時

法律相談（弁護士） 要予約

司法書士相談 要予約

～ご家庭に眠っている食品を提供してください～

　品質には問題のないものの、やむなく捨てられてしまう
食品を無償で提供していただき、支援を必要とする福祉施
設や行政・社会福祉協議会・支援団体を通じて食べる物が
なくて困っている方へ食品をお渡しする活動です。静岡県
では「NPO法人フードバンクふじのくに」が実施主体で
活動を行っています。

湖西市社会福祉協議会
・老人福祉センター
・健康福祉センターおぼと内
・新居介護サービスセンター
☎ 053-525-6667
上記期間以外でも『健康福祉センター
おぼと』の正面玄関入り口の回収ボッ
クスにて常時受付中です。

①�お米（古々米・もち米は不可）、麺類、保存食品（缶詰
等）、インスタント食品、飲料（ジュース、コーヒー等）、
ギフトパックなどで常温保存が効く物

②賞味期限が明記され、期限が２か月以上ある食べ物
③未開封の食べ物
④�生鮮食品、アルコール飲料、健康食品、防災用保存水の
寄贈は受け付けておりません

『フードバンク』ってなに？

食品を提供する時のお願い

提出・お問い合わせ先

募集期間

令和４年８月１日月～８月31日水
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