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目 次
３月29日、鶴ヶ丘公園にて子育てサロンが開催さ
れました。暖かい春の風の中、子どもたちの笑い声
に包まれ、楽しい時間を過ごしました。
子育てサロンいちごクラブは、恒富南地区民生委

員児童委員が主体となり、０歳児から就学前の子ど
もたちと、その保護者を対象として開催しています。
子育てを楽しみながら、仲間を作り、互いに支えあ
うことを目的として活動しています。



●自主財源
　（12,141,000円）2.8％
・賛助会費
・寄附金(香典返し、一般寄付等)

●その他の事業収入
　（42,936,000円）10％
・ふくしバザー収入
・市民助け合い資金償還金
・繰入金収入　他

●介護予防・居宅サービス等事業
　（120,355,000円）28％
・地域包括支援センター事業
・生活支援コーディネーター事業
・居宅介護支援事業
・介護予防支援事業　他

●障がい者自立支援事業
　（24,290,000円）（5.7％）
・居宅介護事業
・障がい者相談支援事業　他

●介護保険等事業
　（60,410,000円）14.1％
・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
　（95,241,000円）22.2％
・地区社協支援事業
・地域福祉推進チーム支援事業
・地域住民グループ支援事業
・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　他

●法人運営経営管理事業
　（128,857,000円）30％
・理事会、評議員会
・事務局経費

●補助金収入
　（116,055,000円）27％
・社会福祉センター運営補助金
・ボランティアセンター運営補助金
・共同募金配分金収入　他

●受託金収入
　（39,519,000円）9.2％
・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　他

●介護保険等事業収入
　（60,410,000円）14.1％
・介護報酬収入
・介護予防･日常生活支援総合事業収入
・利用者負担金収入　他

●障害福祉サービス等事業収入
　（24,290,000円）5.7％
・介護給付費収入
・計画相談支援給付費収入　他

●公益事業収入
　（120,355,000円）28.1％
【内受託金収入：97,502,000円】
・地域包括支援センター運営受託金
・生活支援コーディネーター受託金
・居宅介護支援介護料収入
・介護予防･日常生活支援総合事業収入　他
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●基金積立資産取崩収入
　（13,447,000円）3.1％

【社会福祉事業収支予算：308,798,000円　公益事業収支予算：120,355,000円】
（繰入金：37,226,000円　含む）

令和３年度収支予算：429,153,000円令和３年度収支予算：429,153,000円

現在、延岡市と共同で策定を進めている「地域福祉計画・地域福祉活動計画」では、誰もが住み慣れた地域で自
分らしく暮らしていける地域共生社会の実現を目指すこととしておりますが、その実現のためには地域福祉の中
核的機能を担う社会福祉協議会の役割がますます重要となります。
本会は、「みんなでつくろう　支え合う地域社会」を基本理念に掲げ、その実現に向けて、地域住民による支え
合いの仕組みづくりに取り組んでおり、今後も延岡市や地域・各関係団体等と連携・協力し、地域福祉の更なる推
進に取り組んでまいります。また、こうした活動に安定かつ継続的に取り組んでいくためには、活動の基盤とな
る経営改善及び経営安定化が必要不可欠となりますが、令和２年度に策定した「延岡市社協　経営改善計画」に
沿った取り組みを進めていくことにより、経営改善・安定化を図ってまいります。

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。

令和３年度事業計画における基本方針

賛 助 会 費 へ の ご 協 力 に つ い て

①地域福祉の推進
②福祉サービス事業の整理及び展開
③経営改善・経営安定化

重点項目重点項目

あなたの善意が

地域福祉を

支えています
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地域福祉推進チーム・ふれあいいきいきサロンへのご理解ご協力をお願いします

（3）…社協だより

この地域福祉推進チーム、ふれあいいきいきサロンの活動は、全国的に取り組まれており、共に
生きていく地域社会に欠かせない、人と人とをつなげる大切な活動です。
社会福祉協議会では地域福祉推進チームやふれあいいきいきサロンの設立支援を行っています。

地域福祉推進チーム
安全・安心に暮らせるよう、65歳以上の方を
対象に地域住民による「声かけ」や「見守り」
等を行うボランティア活動です。見守り対象
となる方がいつもの様子と違った場合には、
区長や民生委員、地域包括支援センター等と
連携して対応しています。
延岡市内では現在219のチームが活動して
います。この活動が、孤独死を防ぐことにも
つながっています。

ふれあい・いきいきサロン
おおむね65歳以上の方を対象に、仲間づくりや生きがいづくりを目的とし、公民館や民家を利用し
てお茶飲み会等を実施しています。活動にあたっては、地域のボランティアが中心となって、誰でも「気
軽に・楽しく・無理なく」を基本とした活動を行っています。
この活動は平成10年にスタートし、現在138のサロンが活動しています。

愛宕東区福祉推進チーム　訪問活動の様子

咲笑サロン　花植えの様子 健康体操あおぞら　棒体操の様子



社協だより…（4）

生活支援コーディネーターは、高齢者になっても暮らしていける地域づくりのお手伝いを行っています。

※生活支援コーディネーターは延岡市から委託を受けた社会福祉法人等に配置しています

延岡市役所　健康福祉部　健康長寿のまちづくり課　0982-22-7072

「買物に行けない」「ゴミの分別が出来ない」などの日常生活での困りごとと、「困っている方がいたら手助けし
たい」「こんなことができる」という人や団体を結びつける“調整役”になります。
生活支援コーディネーターが課題を解決するのではなく、地域にお住まいの皆さんが主役となって解決できる
支援を基本としています。
また、地域の区長、民生委員児童委員、推進チーム、高齢者クラブ、ボランティア団体等への働きかけやボランティ
アの養成を行っていきます。

■ 担当圏域

■ 生活支援コーディネーターの担当課

生活支援コーディネーターと地域でできることを一緒に考えていきませんか？

地域住民の皆さんが主役です

圏　域 担　当 連絡先
東　海 東海地域包括支援センター 0982-32-5677
南　方 南方地域包括支援センター 0982-39-0591
岡　富 岡富地域包括支援センター 0982-21-8568
恒富東 恒富東地域包括支援センター 0982-26-2330

恒富西・北方・北浦・北川・中央・
恒富南・土々呂 延岡市社会福祉協議会 0982-32-6555



【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。

【広告】

すべての人に
健康と福祉を

リコージャパン株式会社
延岡営業所 延岡市伊達町3-68-1

TEL : 0982-33-5132
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本所 指定居宅介護支援事業所本所 指定居宅介護支援事業所
閉鎖のお知らせ閉鎖のお知らせ

この度、皆様にご愛顧いただいて参りました、本所 指定居宅介護支援事
業所（ケアマネジャー事業）は、諸般の事情により誠に勝手ながら令和３年６
月３０日をもちまして事業所を閉じる運びとなりました。

事業開始以来、皆様方には長年にわたり、ご支援ご協力を賜りましたこと
に厚くお礼申し上げます。

なお、北方指定居宅介護支援事業所（北方支所）については継続いたしま
すので、引き続きよろしくお願いいたします。

恒富中地区社協　会長　山本　諄一　氏
令和元年10月に策定委員を選出し、地域住民へのアンケート結果から
各地区の課題を把握し、解決にむけて地区社協で取り組んでいくための計
画を作成いたしました。
完成した地域福祉活動計画は、恒富中地区社協圏域の全世帯へ配布を行
います。
今後、恒富中地区社協と地域住民との連携・協働による取り組みを推進
するため、皆様方のご協力とご理解をお願いします。

北浦海岸地区社協　会長　日髙　広道　氏
昨年度中に住民アンケートを実施し、その結果を参考に策定委員会で協
議を重ねてきました。
そこで、北浦の地域性を生かした他の地区社協にはない活動計画が出来
上がりました。
今後は、活動計画に基づき住民が安心して暮らせる地域を目指し、福祉
の推進に努めます。

恒富中地区社協・北浦海岸地区社協恒富中地区社協・北浦海岸地区社協
地域福祉活動計画が完成しました。地域福祉活動計画が完成しました。
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芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北浦支所受付

木　原　主馬男 母・木原　一惠 古江 30,000
北川支所受付

髙　城　典　代

工　藤　達　幸

夫・髙城　萬里雄

母・工藤　ツタ子

川内名（熊田）

宮崎市

10,000

10,000

令和３年２月１日から令和３年３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

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

工　藤　　　勉

志　田　豊　司

合　田　眞　治

稲　田　芳　子

緒　澤　恒　雄

染　矢　節　子

諌　山　鈴　子

妻・工藤　壽香子

母・志田　田鶴子

姉・合田　智恵美

夫・稲田　清久

母・緒澤　武子

夫・染矢　春吉

夫・諌山　三亀雄

古城町

大武町

浜砂

浦城町

西小路

石田町

若葉町

20,000

30,000

金一封

金一封

100,000

30,000

30,000
北方支所受付

長　野　千鶴子
甲　斐　誠　道
小　田　ヤス子
中　尾　健　吾
栁　田　　　博

夫・長野　哲郎
父・甲斐　敏夫
夫・小田　春一
母・中尾　トミ子
母・栁田　ケサ子

美々地未
藤の木酉
板下戌
早中巳
角田丑

30,000
50,000
30,000
30,000
金一封

◎香典返し寄付

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。

芳　名 金額（円）
本所受付

匿名 100,000
松田　奈津紀（古川町） 金一封

◎一般寄付

ふれあい福祉相談（無料）
■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：５月20日（木）10:00～15:00
	 ６月17日（木）10:00～15:00
北方支所：５月19日（水）13:30～16:30
北川支所：６月15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。

ご寄贈いただきました
3月25日、旭マルヰガス様より地域貢献活動

の一環として持ち運び式の炊き出しステーシ
ョンをご寄贈いただきました。
今後、災害ボランティア設置・運営訓練や各

種行事において活用していきます。
誠にありがとうございました。


