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表紙の写真は昨年度のボランティア体験の様子です。
（写真は左上から）
・フラワーフレンズ	 ・こども食堂のべおか今山
・延岡草の実会	 ・おもちゃ病院のべおか
・こども食堂土曜給食	 ・金堂ヶ池を美しくする会

今年もボランティア体験の参加者を募集しています。
詳しくは３ページをご覧ください。
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●受託金収入

●介護保険事業収入
　114,447,251円（31.1％）
　【内、受託金収入：95,924,233円】
・居宅介護支援介護料収入
・包括運営受託金収入
・生活支援コーディネーター
　　　　　　　　受託金収入
・コロナウイルス感染症対策補助金
・受取利息配当金収入　他

●介護予防・居宅サービス等事業
　102,771,463円（28.0％）
・居宅介護支援事業
・地域包括支援センター事業
・介護予防支援事業
・生活支援コーディネーター事業

●介護保険等事業
　50,476,007円（13.7％）
・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
　83,503,615円（22.7％）
・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　他

●法人運営経営管理事業
　111,509,533円（30.4％）
・理事会、評議員会運営
・事務局経費

●介護保険事業収入

・介護（介護予防）報酬収入
・利用者負担金収入　他

●障害福祉サービス等事業収入
　16,413,830円（4.5％）
　【内、受託金収入：680,900円】
・介護給付費収入
・計画相談支援給付費収入　他

●その他の収入
　15,441,240円（4.2％）
・センター利用料収入
・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　他

●障がい者自立支援事業
　16,559,166円（4.5％）
・居宅介護事業
・障がい者相談支援センター「ぱれっと」　他

●当期資金収支差額
　2,608,973円（0.7％）

●自主財源
　11,298,845円（3.1％）
・賛助会費
・寄附金（香典返し、一般寄附等）

●補助金収入
　115,282,096円（31.4％）
・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
・コロナウイルス感染症対策補助金　他

　 43,326,064円（11.8％）
・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　他

　51,219,431円（13.9％）

（内部相殺となる繰入金〔31,543,443〕を除く）
令和３年度 収支決算報告：367,428,757円令和３年度 収支決算報告：367,428,757円
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新型コロナウイルス感染拡大は、令和３年度を通じても流行の波を繰り返しながら収束することなく、本会の活動も前年度に
引き続き様々な影響を受ける１年となりました。このコロナ禍の中、令和３年10月に延岡市と共同して「第４期延岡市地域福祉計画・
第５次地域福祉活動計画」を策定し、計画の基本理念である「ともに支え合い、誰もが安心して暮らせる、まちづくり」の実現に向
け、延岡市や地域・各関係団体等と連携・協力し、感染予防に努めながら、地域福祉の推進に取り組みました。また、生活困窮対策と
しての生活福祉資金特例貸付と住居確保給付金は前年度に続き申請件数が合わせて1,000件を超える高水準となりましたが、迅
速な処理に努め必要な支援を行いました。
法人運営に関しては、令和３年度を開始年度とする「経営改善計画」をもとに、人件費の抑制や受託事業の拡充、赤字部門の閉

鎖等、計画に沿った取り組みに着手しました。今後も厳しい経営状況が続くことが予想されますが、「第４期延岡市地域福祉計画・
第５次地域福祉活動計画」、「経営改善計画」の両計画の取り組みを着実に進めていくことで、地域福祉の推進及び安定した経営に
努めていきます。

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。

賛 助 会 費 へ の ご 協 力 に つ い て

令和３年度　事業報告並びに決算報告

あなたの善意が

地域福祉を

支えています
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①こども食堂のべおか今山 ②幼老交流ととろ食堂 ③こども食堂土曜給食
活動日	 第１～第３金曜日
	 第４土曜日
時　間	 金曜日	15：00～
	 土曜日	＊開催時間、月ごと変更
内　容	 調理、配膳の手伝い
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 山下新天街の中・今山登り口
	 山下町1丁目6-1-3

活動日	 第２・第４土曜日
時　間	 10：00～12：00
受入人数	 ３名（１回につき）
内　容	 調理、配膳の手伝い
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 一ケ岡コミュニティセンター
	 南一ケ岡2丁目17番地1号

活動日	 第１土曜日
時　間	 9：00～13：30
受入人数	 ３名（１回につき）
内　容	 	調理、配膳の手伝い	

お弁当詰め、配布作業
準備物	 	エプロン、マスク、三角巾	

ハンドタオル、室内用スリッパ
場　所	 レスパイトサービスあるたすLLC
	 天神小路312-4	

④みんなの食堂♡牧 ⑤子ども食堂恒富 ⑥おもちゃ病院のべおか
活動日	 第３土曜日
時　間	 9：00～13：30
	 （活動可能な時間帯）
受入人数	 ３名（１回につき）
内　容	 		調理、配膳、消毒、受付
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 牧公民館
	 牧町4412（牧神社横）

活動日	 第３土曜日
時　間	 9：00～12：00
受入人数	 ２名（１回につき）
内　容	 		調理、配膳、消毒、受付
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 恒富公民館
	 恒富町1丁目1435

活動日	 第２・第４土曜日
時　間	 13：00～16：00
受入人数	 ２名（１回につき）
内　容	 おもちゃの修理手伝い
☆どなたでも参加できます。	
簡単な修理作業を一緒に体験できます。
場　所	 延岡市社会福祉センター
	 三ツ瀬町1丁目12番地4

⑦NPO法人　金堂ケ池を美しくする会 ⑧延岡草の実会 ⑨フラワーフレンズ
活動日	 第１・第３日曜日
	 （４月～11月のみ）
時　間	 7：30～11：00
内　容	 ブラックバス釣り
準備物	 釣り竿、ライフジャケット
☆	どなたでも参加できます。
ライフジャケットを着用してくだ
さい。中学生以下のお子様は保護
者の同伴が必要です。

場　所	 西階公園金堂ケ池

活動日	 第１・第３金曜日
時　間	 10：00～15：00
内　容	 使用済切手の整理、発送
受入人数	 ２名（１回につき）
☆どなたでも参加できます。
	市民の皆様から寄せれた使用済切手
の整理・発送を行います。

場　所	 延岡市社会福祉センター
	 三ツ瀬町1丁目12番地4

活動日	 第２・第４火曜日
時　間	 9：30～12：00
内　容	 花壇の手入れ、苗植え
準備物	 軍手、作業ができる服装
☆	花に興味のある方は是非体験や見学
に来てください。

場　所	 延岡植物園
	 天下町1235-1

⑩フローラルレディース 【申込方法】
参加ご希望の方は、必ず延岡市社協へご連絡ください。詳
しい内容をお伝えします。
※�参加する際は、必ずボランティア活動保険（350円）に
加入が必要です。（別途、手数料110円必要。）

【問合せ先】
延岡市社会福祉協議会（延岡市三ツ瀬町１丁目12番地４）
☎ 0982-32-6555

活動日	 第1・第3月曜日
時　間	 	9：30～11：30(夏季)
	 10：00～12：00(冬季)
内　容	 花壇の手入れ、苗植え
準備物	 軍手、作業ができる服装
☆	花に興味のある方は是非体験や見
学に来てください。
場　所	 延岡植物園
	 天下町1235-1

ボランティア参加者募集!!

昭和56年から、40年にわたって開催してまいりました社協の「ふくしバザー」ですが、ここ２年は新型コロナ感
染予防対策のため中止しております。
このバザーにつきましては、６年ほど前から担い手、膨大な作業量、場所、売れ残り品の処理、社協固有業務との
調整などの問題が顕著になり、かなり無理をして継続してきた状況にあります。
今回、バザーのあり方について社協内部でもあらゆる角度から検討を重ねるとともに、バザーを長年支えていた
だいた各種団体のご意見も伺った上で、この「ふくしバザー」については事業を終了することといたしました。
これまで「ふくしバザー」を支えていただきました皆さまに心から感謝を申し上げます。
ありがとうございました。

　

ふくしバザー事業終了のお知らせふくしバザー事業終了のお知らせ
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市町村が策定する「地域福祉計画」と、市町村社協が策定する「地域福祉活動計画」を、今回、延岡市と延
岡市社協は一体的に策定しました。これにより、市・社協それぞれの役割が明確になり、双方の支援・連携
体制を一層強化するとともに、地域共生社会の実現に向けた取り組みを行っていきます。

基本目標
本計画は次の３つの基本目標に沿った施策の展開により、すべての	
市民が主役となり、地域の生活課題の解決に向けて参画するまちづくり	
を目指していきます。

１．地域住民による支え合いの地域づくり
２．安心して健やかに暮らせる体制づくり
３．地域の福祉を推進するための基盤づくり

本計画は、延岡市及び延岡市社協ホームページからどなたでも閲覧できます。

６月12日（日）に社会福祉センターで、令和４年度延岡市災害ボランティアリーダースキルアップ研修を
開催しました。本研修は「災害ボランティアリーダー養成講座」の修了者向けの研修であり、現在、養成講
座とスキルアップ研修を１年ごと交互に開催しています。
今回の研修は、平成28年熊本地震や令和２年度豪雨災害の被
災地復旧、復興に向けボランティア活動をされている熊本県の
NPO法人 BULBY 代表 中村様、事務局長 岳中様を講師として
お招きしました。被災地の当時の状況や復旧、復興支援活動につ
いて講演していただき、参加者の識見の向上につながりました。
延岡市においては南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な
被害が生じることが予想されており、日頃から災害に備えておく
必要があります。今後も引き続き研修や訓練等を実施し、発災後
にスムーズな復旧活動が行えるように努めていきます。

第４期延岡市地域福祉計画・第５次延岡市地域福祉活動計画を策定第４期延岡市地域福祉計画・第５次延岡市地域福祉活動計画を策定

令和4年度延岡市災害ボランティアリーダースキルアップ研修を開催しました！令和4年度延岡市災害ボランティアリーダースキルアップ研修を開催しました！

延岡市災害ボランティアネットワークは、平成17年、18年に延岡市で発生した災害時の経験を教訓に発
足しました。地震や台風等により大きな災害が発生した際、災害ボランティア活動を円滑かつ速やかに実
施することを目的とし、現在118の企業・団体に登録していただいております。
このネットワークは加盟団体が何らの義務を負うものではありません。平常時には延岡市社協より災害
に関する訓練や研修の案内をさせていただきます。また、災害時には加盟団体の助け合いの精神に基づき、
災害ボランティア活動をするための人員の動員や資機材の貸出、駐車場の貸出等を可能な範囲で行ってい
ただくといったものとなります。
今後も、大規模災害に備えこのネットワークを拡大したいと考えていますので、登録にご協力いただけ
る団体は延岡市社協までご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。

延岡市災害ボランティアネットワーク加盟団体を募集しています！延岡市災害ボランティアネットワーク加盟団体を募集しています！



【広告】

https://www.nico2.co.jp/ 

https://www.nagato-co.com/

ホームページ.CD.DVD 企画・制作

本　社
延岡市出北4ｰ2479
TEL （0982）33ｰ4001
FAX （0982）21ｰ5963

宮崎支店
宮崎市潮見町134ｰ1
TEL （0985）77ｰ5250
FAX （0985）77ｰ5251

NICO2.

【広告】
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〇�あんしんサポートセンター�
のべおか運営事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分な方
が、地域で安心して暮らせるように福祉サービスの利用手続きや金銭管理
の支援を行っています。

〇生活困窮者自立支援事業 「お仕事」「住まい」「家族」「お金」などのお困りごとについて、総合相談・支援
を行っています。

〇福祉資金貸付事業 低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して安定した生活が送れるよ
うに相談支援や資金の貸し付けを行っています。

〇ヘルパー派遣事業 介護認定された方や障がいのある方などが、安心して在宅生活が送れるよう
にホームヘルパーを派遣し生活援助・身体介護などの支援を行っています。

〇地域包括支援センター事業 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護・医療・福
祉・健康など様々な面から総合相談・支援を行います。市内11か所設置され
ており、内４ヵ所の運営をしています。（恒富西・北方・北浦・北川圏域）
また、支援を必要とする方の心身の状況や置かれている環境に応じて、介護
予防の計画作成も行っています。

社協をもっと知ってもらいたい！知ってほしい！
そこで、各課の主な事業をシリーズでお伝えします。

今回はこちら

延岡市社会福祉協議会ってどんなとこ？

【福祉サービス課】

延岡市社会福祉協議会（社協）は、地域福祉の推進を図るために設立された営利を目的としない民間団体です。
市民の皆様が住み慣れたまちで安心して暮らせるよう、福祉団体や行政機関等と連携し、市民の皆様との協働
により、「みんなでつくろう　支え合う地域社会」をスローガンに地域福祉ネットワークづくりを行っています。

延岡市社協
マスコットキャラクター
「ココロン」

その他、北方支所において居宅介護支援事業（ケアマネジャー）やデイサービスセンター運営なども行っています。

（相談支援）（相談支援） （ヘルパー派遣）（ヘルパー派遣）
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令和４年４月１日から令和４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

この広報紙は共同募金の助成金で作成しています。

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…https://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。

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：７月21日（木）10:00～15:00
	 ８月18日（木）10:00～15:00
北浦支所：７月19日（火）13:30～16:30

問合せ先：本所・各支所へご連絡ください。

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。

AED

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
坂　本　　　博
山　内　英一郎
黒　木　良　一
伊　東　壽　子
山　田　八千代
古　澤　　　哲

義母・花田　昌子
母・山内　千代子
父・黒木　照夫
夫・伊東　誠
夫・山田　重廣
妻・古澤　すゞ子

無鹿町
大貫町
富美山町
出北
緑ヶ丘
構口町

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

北方支所受付

甲　斐　カネ子
鬼　塚　光　男

夫・甲斐　泰
妻・鬼塚　テツ

三ケ村午
川水流卯

金一封
20,000

北浦支所受付

磯　田　波　江
渡　邉　ツヨ子…
北　林　照　治
甲　斐　淳　一

夫・磯田　新　
夫・渡邉　展生
母・北林　ヨシ子
祖父・甲斐　喜一郎

宮野浦
宮野浦
宮野浦
市振

30,000
100,000
金一封
金一封

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
本所受付

矢　山　ユキ子
佐　藤　慶一郎
重黒木　谷　子
矢　野　順　子
松　井　　　節
髙　野　康　彦
古　本　政　子
甲　斐　泰　子
志　水　俊　一
山　口　隆　信
一　政　隆　司
牧　野　三　郎
甲　斐　安　徳
上　杉　キミヨ
川　並　康　之

夫・矢山　實
母・佐藤　マスエ
夫・重黒木　充保
夫・矢野　重夫
夫・松井　一郎
母・髙野　玉枝
夫・古本　哲也
夫・甲斐　良高
叔母・岩崎　幸子
父・山口　眞治
妻・一政　さつき
妻・牧野　幸子
母・甲斐　早苗
夫・上杉　洋幸
母・川並　サヨ

小野町
古城町
松原町
野地町
野地町
平原町
大貫町
川島町
福岡県久留米市
無鹿町
桜ヶ丘
鹿小路
小峰町
北川町長井
古城町

30,000
30,000
金一封
金一封
50,000
100,000
金一封
30,000
10,000
30,000
20,000
金一封
10,000
10,000
10,000

◎香典返し寄付

芳　名 金額（円）
本所受付

作山　順子
イキイキサロン「コスモス会」

金一封
7,007

北川支所受付
南部地区振興推進協議会
（北川町長井５区協議会）

3,125

◎一般寄付


