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延岡市社協だより ふれあいネットワーク

新型コロナウィルスの感染拡大により、様 な々業種
の方々が、日々 、感染防止に取り組まれています。市
内の各福祉事業所においても、利用される方やその
ご家族の生活を守る為、予防対策に取り組みながら
途切れることのない福祉サービスが提供されています。

現場の最前線で活動されている皆さま、本当にあ
りがとうございます!!

※今月号は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う各地区での
イベント減少の影響に より４ページで構成しております。

表紙…「ありがとう」を伝えよう!!
Ｐ２…令和元年度事業報告並びに決算報告
Ｐ３…施設ボランティア体験募集

ハンディキャップ体験学習指導員養成講座
Ｐ４…寄付報告　ふれあい福祉相談
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コロナに負けない！

「ありがとう」を伝えよう!!



●受託金収入

●介護保険等事業収入

●その他の収入
　51,048,166円（12.6％）
・ふくしバザー収入
・市民助け合い資金事業償還金収入
・受取利息配当金収入
・基金積立資産取崩収入　外

●介護予防・居宅サービス等事業
　101,900,729円（25.1％）
・居宅介護支援事業
・地域包括支援センター事業
・生活支援・認知症地域支援事業
・介護予防支援事業

●介護保険等事業
　49,681,575円（12.2％）
・訪問介護事業
・デイサービスセンター事業

●支え合いのまちづくり事業
　80,138,082円（19.8％）
・地区社協支援事業
・地域福祉推進チーム事業
・いきいきサロン事業
・ボランティアセンター事業
・生活困窮者自立支援事業
・日常生活自立支援事業
・社会福祉センター管理運営事業
・生活福祉資金貸付事業
・法人連携支援事業　外

●法人運営経営管理事業
　147,405,409円（36.3％）
・理事会、評議員会運営
・事務局経費

●介護保険等事業収入

・介護（介護予防）報酬収入
・利用者負担金収入　外

●障害福祉サービス等事業収入
　28,439,150円（7.0％）
　【内、受託金収入：7,827,200円】

　【内、受託金収入：84,096,576円】

・介護給付費収入
・計画相談支援給付費収入
・障がい者生活支援受託金収入　外

●介護保険事業収入
　110,838,144円（27.3％）

・居宅介護支援介護料収入
・包括運営受託金
・生活支援コーディネーター
　　　　　　　　受託金　外

●障がい者自立支援事業
　23,197,334円（5.7％）
・居宅介護事業
・障がい者相談支援センター「ぱれっと」　外

●当期資金収支差額
　3,640,778円（0.9％）
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●自主財源
　12,223,068円（3.0％）
・賛助会費
・寄附金（香典返し、一般寄附等）

●補助金収入●補助金収入
　115,156,077円（28.3％）
・社会福祉センター運営補助金
・地域福祉推進チーム支援事業補助金
・ボランティアセンター運営補助金
・共同募金配分金収入　外

●受託金収入
　31,986,632円（7.9％）
・生活困窮者自立支援事業
・日常生活自立支援事業
・生活福祉資金貸付事業
・重度障がい児者社会参加促進事業
・恒富地区高齢者コミュニティ
　　　センター管理運営事業　外

　56,272,670円（13.9％）

支出

収入

【社会福祉事業：295,125,763円　公益事業：110,838,144円】
（内部相殺となる繰入金〔30,469,790円〕を除く）

令和元年度 収支決算報告：405,963,907円令和元年度 収支決算報告：405,963,907円

令和元年度 事業報告並びに決算報告
社協だより （2）

令和元年度は、本会の本旨である「地域福祉の推進」の充実・拡充に向け、地区社会福祉協議会や民生委員児童
委員協議会、地域福祉推進チーム、いきいきサロン等の会合に参加し具体的活動の把握に努めました。また、地域
住民が中心となって生活支援サービスを行う団体の設立に初期段階より携わり支援したほか、生活支援コーディ
ネーター事業の再検討を行う等、各事業に積極的に取り組んでまいりました。
これらの各事業を安定・継続的に実施していくためには、何より経営の安定化が必要不可欠となりますが、今
後も厳しい経営状況が続くことが予想されることから、地域福祉の推進及び収入の確保の観点から、経営安定化
への指針となる「経営改善計画」の作成に向け、具体的な取り組み内容の検討を開始しました。

皆さまからお寄せいただく賛助会費は、貴重な財源として地域福祉活動に有効に活用
させていただいています。
どうぞ趣旨をご理解いただき、賛助会費へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

賛 助 会 費 へ の ご 協 力 に つ い て

あなたの善意が

地域福祉を

支えています



学校や地域からの依頼により開催されるハンディキャップ体験(車いす
体験・アイマスク体験・高齢者疑似体験等)の指導員養成講座を開催します。
今後、指導員として活躍いただける方の参加をお待ちしております。

◆日　時：８月29日(土)　　9：00～15：50
◆内　容：福祉講話・車いす指導実習・高齢者疑似体験指導実習・
	 アイマスク指導実習
◆受講料：無料　　◆申込締切：８月７日（金）　　◆申込み先：本所	地域福祉課

【広告】

Total Ecology Management

第一環境管理株式会社
電話 ： 0982-34-2992

未来へつなぐ環境管理、きれいな空間をお届けします。

正社員、パート、アルバイト随時募集中！!
一緒に働きたい方、是非お電話下さい。 問い合わせ先　本所福祉サービス課

（3） 社協だより

市内の高校生を対象に福祉施設ボランティア体験の参加者を募集しています。
「将来は福祉の仕事に就きたい」「何か自分にもできるボランティアはないかな？」
そう考えている君！今年の夏休み期間にボランティアを体験してみよう!!

■対象者：市内の高校生
■参加費：500円（保険料含む）
■申込締切：７月15日（水）
■申込先：本所　地域福祉課

＜事前学習＞ ※必ず出席が必要です。
○日時：８月１日（土）９：00～12：30　○場所：延岡市社会福祉センター

＜施設体験＞
○日時：８月３日（月）～８月７日（金）／８月11日（火）～８月14日（金）／８月17日（月）～８月21日（金）
○施設
高齢者施設：敬寿園・かぼちゃの家・あおぞらデイサービス・あい愛ライフ・北方デイサービス
障がい者施設：オープンはーと・ふうせん・大瀬作業所・芽ばかり作業所
児 童 施 設：こばと保育園・松山保育園・すみれ保育園

※上記日程から２ケ所以上（２回以上）を選択して体験します。
施設によってはお盆期間中の受け入れができない日もあり
ますので、詳しくはお問合せください。

高校生 福祉施設ボランティア体験募集

ハンディキャップ体験学習指導員養成講座



社協だより （4）

令和２年４月１日から令和２年５月３１日までに次の方々からご寄付・ご寄贈がありました。心からお礼を申し上げます。
（個人情報保護法に基づき、了承を得た方のみ記載させていただいております。）

社会福祉協議会へ  社会福祉事業に役立っています。香典返しは

団 体 ・ 個 人 名 金額（円）

本所受付

延岡水彩クラブ 19,000

北方支所受付

匿名 20,000

この広報紙は共同募金の助成金で作成しています。

芳　名 故　人 住　所 金額（円）

本所受付

森　　　有　美
納　冨　俊　裕
片　岡　鶴　子
峯　本　雪　子
松　井　一　郎
髙　森　光　江
山　本　富美雄
赤　星　　　均
髙　橋　サヨ子
藤　本　タ　エ

母・久米田　美紀子
母・納冨　スギ
子・片岡　次幹
妹・甲斐　ユリ子
母・松井　加壽子
夫・髙森　勍
母・山本　アサ子
妻・赤星　文子
夫・髙橋　守
母・藤本　ハナ

川内名（松瀬）
古川町
大貫町
川水流卯
野地町
中の瀬
平原町
桜小路
旭ヶ丘
桜園町

30,000
20,000
20,000
金一封
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
金一封

芳　名 故　人 住　所 金額（円）

北方支所受付

甲　斐　加　代
甲　斐　幹　弘
谷　川　洋　子
山　内　光一郎

夫・甲斐　昭德
母・甲斐　翠
夫・谷川　朧
父・山内　喬一郎

早日渡巳
早上巳
曽木子
角田丑

30,000
20,000
30,000
30,000

北浦支所受付

内　田　貞　孝
松　原　　　満
工　藤　ケイ子

母・内田　和子
妻・松原　美恵子
夫・工藤　義邦

宮野浦
市振
古江

20,000
30,000
20,000

北川支所受付

疋　田　邦　博
小　野　早　苗

父・疋田　一四
夫・小野　一男

川内名（葛葉）
川内名（白石）

30,000
30,000

◎香典返し寄付

◎一般寄付

※敬称は略させていただきます

社会福祉法人　延岡市社会福祉協議会
本　　所：〒882-0842 延岡市三ツ瀬町１-12 -４ 電話 32-6555 Fax 35-5863
北方支所：〒882-0125 延岡市北方町川水流卯1420 電話 47-3294 Fax 47-2317
北浦支所：〒889-0301 延岡市北浦町古江2433 -１ 電話 45-2427 Fax 45-4101
北川支所：〒889-0101 延岡市北川町川内名7226 -４ 電話 46-2123 Fax 46-3016
ホームページ・アドレス http://www.nobesha.net　　 メール・アドレス info@nobesha.net

み ん な で つ く ろ う 　 支 え 合 う 地 域 社 会

香典返し・一般寄付・物品寄付のご提供、ありがとうございました。

ＡＥＤの設置
　延岡市社会福祉センター、北方健康福祉
センターでは館内にＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を設置しております。近隣でＡＥＤ
を必要とする緊急事態が発生した場合には、
ご活用ください。

ふれあい福祉相談（無料）

AED

■ふれあい相談（なんでも相談）
相談日：月・水・木・金曜日（９:00～17:00）

火・土曜日（10:00～15:00）
（日曜・祝日の相談はお休みになります。）

会　場：延岡市社会福祉センター（三ツ瀬町）
■無料法律相談（相談を希望される方は予約が必要です。）
本　　所：７月16日（木）10:00～15:00
	 ８月20日（木）10:00～15:00
北浦支所：７月21日（火）13:30～16:30

問い合わせ先：本所・各支所へご連絡ください。


