
【基本方針】
　かつては地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、人々の生活の様々な場面において、支え合いの機能が存在
していましたが、我が国では、高齢化や人口減少が進み、様々な課題が顕在化してきています。この様な社会構造
の変化を背景に、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野、「支え手」「受け手」と
いう関係を超えてつながることで、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、時に支え合うことで、地
域を共に創っていく地域共生社会の実現が求められています。
　一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により地域活動やボランティア活動の中止や縮小が相次ぎ、自粛生活
の長期化は高齢者の虚弱化の進行や社会的孤立、失業等による困窮世帯の増加へとつながってきています。児童・
高齢者・障がい者福祉事業の全般に渡り、今まで当たり前だったことが当たり前でなくなるという事態のなか、社
協事業や地域住民による地域福祉活動についても実施方法の大きな変容を迫られています。しかし、今の状況は、
誰かとつながっていることの大切さを私たちに教えてくれました。また、地域に出向くなかで、住民の居場所とし
て機能していたカフェやサロンを継続したいという住民の方の気持ちに触れ、集合型から訪問型への形態の変化や
マスクの配布、パーテーションなどを使った感染対策などを住民自ら実践し、広がりを見せています。
　また、地域住民が主体的に地域課題について話し合う「地域福祉懇談会」や住民相互の支え合いに基づく支援を
提供する生活支援サービスボランティア団体等による住民の福祉活動と制度等の公的な伴走型の支援を連動させ、
本会は平成３１年３月に策定した「大野町地域福祉活動計画」に掲げる『「助けあい」「支えあい」で育む 笑顔あふ
れる おおの』を基本理念に、地域住民が中心となる地域福祉推進の中核的な組織として誰をも排除しない福祉のま
ちづくりに取り組んでまいります。

【スローガン】　「みんなのあったかまちづくり」

社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

【活動内容】
 法人本部 
１　法人運営事業

（財源：会費/寄附金/町補助金/町受託金）
（１）運営体制の強化
（２）財政基盤の強化
（３）社会福祉功績者表彰式
（４）福祉用具貸与
（５）福祉団体等への活動支援
（６）広報活動の充実
（７） 地域福祉活動計画に基づく福

祉事業の推進
（８）法人後見事業（新規）
２　ボランティアセンター事業

（財源：会費）
（１）広報活動による啓発
（２）ボランティア支援
（３） 災害ボランティアセンターの

体制整備
（４）個別避難計画作成事業（新規）
（５） ボランティア連絡協議会との

連携
（６） 共同募金街頭募金運動への協力
（７） ボランティア活動保険加入促進
３　生活福祉資金貸付事業

（財源：県社協受託金）

４　心配ごと相談事業
（財源：会費 / 町補助金）

（１）心配ごと相談事業
（２）結婚相談所の開設
（３）よろず相談事業
５　�福祉サービス利用援助事業�
（日常生活自立支援事業）
（財源：県社協受託金）

６　生活困窮者自立相談支援事業
（財源：県社協受託金）

７　福祉推進事業
（財源：会費 / 町補助金）

（１）福祉委員活動の支援
（２）小地域支え合い活動推進事業
（３）カフェ活動支援事業
（４） 集いの場における介護予防推

進事業
（５）福祉教育の推進
（６）生活支援体制整備事業
（７） 生活支援サービス活動団体支

援事業
（８）安心カード普及継続支援事業
８　共同募金配分金事業

（財源：共同募金配分金 / 会費）

（１）一般募金配分金事業
　①福祉のふれあい広場
　②ふれあい食事サービス
　③バースデイ記念品プレゼント
　④社協だより
　⑤地域の居場所づくり活動継続事業
　⑥地域の居場所づくり活動支援事業
　⑦安心・安全のまちづくり活動支援事業

（２） 歳末たすけあい募金配分金事業
　①在宅援護事業
　②高齢者交流事業
　③障がい者交流事業
　④貸出用具整備事業

地域福祉活動
計画重点目標

１　だれもが身近な地域の問題に関心を持ち「地域力」を高めるまちづくりの推進
２　だれもが暮らしの問題を気軽に相談できる体制の構築
３　だれもが安全・安心に暮らせる環境づくり

令和４年度　社会福祉協議会事業計画
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令和４年度  社会福祉協議会予算 高齢者支援 
９　訪問介護事業

（財源： 介護保険事業収入/障害福祉サー
ビス事業収入 / 町受託金）

（１）訪問介護事業
（２）障害福祉サービス事業
　①居宅介護・重度訪問介護サービス
　②移動支援サービス

（３）軽度生活援助事業
１０　居宅介護支援事業

（財源：介護保険事業収入）

 障がい者支援 
１１　就労継続支援事業

（財源： 障害福祉サービス事業収入 /
就労支援事業収入）

（１）就労継続支援本部事業
（２）受託事業
（３）自主製品販売事業
１２　一般相談支援事業

（財源： 障害福祉サービス事業収入 /
町受託金）

１３　特定相談支援事業
（財源：障害福祉サービス事業収入）

１４　障害児相談支援事業
（財源：障害福祉サービス事業収入）

 子育て支援 
１５　こども園事業

（財源：保育事業収入 / 国、県、町補助金）

（１）東さくらこども園事業
（２）子育て支援センター事業

 その他の事業 
（１）岐阜県共同募金会事業
（２）日本赤十字社事業
（３）災害義援金募集事業
（４）大野町戦没者追悼式

勘定科目 当初予算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収入

会費収入 ３,９１８
寄附金収入 ５９３
経常経費補助金収入 ２１,４３８
受託金収入 ３,７５３
事業収入 ３１４
負担金収入 ６,６６４
介護保険事業収入 ２７,３７２
保育事業収入 １３０,６９４
就労支援事業収入 ２,８０４
障害福祉サービス等事業収入 ４１,０９０
受取利息配当金収入 １５７
その他の収入 １,９１４

事業活動収入計（１） ２４０,７１１

支出

人件費支出 １９５,４８２
事業費支出 ２１,０９８
事務費支出 １９,３８７
就労支援事業支出 ２,７９６
助成金支出 ２,９２０
その他の支出 １,８７１

事業活動支出計（２） ２４３,５５４
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２） -２,８４３

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収入 施設整備等収入計（４） ０

支出 固定資産取得支出 ９８８
施設整備等支出計（５） ９８８

施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５） -９８８

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収入

積立資産取崩収入 ５０,０００
拠点区分間繰入金収入 ５６,９７１
その他の活動による収入 ４７０

その他の活動収入計（７） １０７,４４１

支出

積立資産支出 ４１,８４５
拠点区分間繰入金支出 ５６,９７６

その他の活動による支出 ７,３４８
その他の活動支出計（８） １０６,１６９

その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８） １,２７２
予備費支出（１０） ２,３００

当期資金収支差額合計（１１）=（３）＋（６）＋（９）－（１０） -４,８５９
前期末支払資金残高（１２） ４５,０５０

当期末支払資金残高（１１）＋（１２） ４０,１９１

（単位：千円）

社会福祉協議会　会費納入のお願い
　本会では、住民の皆様からご協力いただきます会費を財源に、住民参加による地域福祉活動、ボランティア活動、
福祉教育への助成などを行っております。
　今後も大野町の福祉をより推進していくため、地域の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い致します。

【会員別会費】
　■一般（世帯）　　　　1 口　　５００ 円
　■特別（個人）　　　　1 口　２,０００ 円
　■賛助（法人）　　　　1 口　５,０００ 円

　一般会員の募集と会費納入を、各
地区の区長様を通じてお願いしてお
ります。
　賛助会員については、各法人様宛
にご依頼させていただきます。
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日本赤十字社会員募集と会費納入のお願い

車いすの貸出しを行っています

　日本赤十字社では、毎年５月は全国一斉に赤十字会員増強運動を展開し、国内外における災害救
援救護活動、医療事業、血液事業、社会福祉事業等の赤十字事業を推進しています。
　本年も、各地区の区長様を通じて、会員募集と活動資金（社資）へのご協力をお願いしております。
皆様のご協力をよろしくお願い致します。

　大野町在住の方で一時的に車いすが必要な方に、車いすの貸出しを行っております。
　貸出期間は、ご利用用途により必要な日数のみとします。ただし、最長１年となります。

【赤十字会員増強運動月間】　自�５月１日��～��至�５月３１日

令和３年度　共同募金報告
　昨年１０月から１２月までの募金運動で皆様にご協力いただきました募金額をご報告させていた
だきます。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金　２,696,365 円

歳末たすけあい募金　１,１８１,１6０ 円
歳末たすけあい配分金事業 （単位：円）

事　業　名 金　額

お見舞金品贈呈事業 ３４１,５８１

高齢者交流事業（新春お弁当配達） ３３４,７８８

貸出機器整備事業 ２９５,７４０

　お寄せいただいた赤い羽根共同募金は、今年度の
地域福祉活動事業に活用させていただきます。歳末
たすけあい募金については昨年度、歳末たすけあい
配分金事業として、右表のとおり、
地域の福祉活動に活用させていただ
きました。

○ご確認ください○
・台数に限りがありますので、予約はできません。お電話でご確認の上お越しください。
・メンテナンス費用として１ヶ月１００円の負担金を貸与時に納入いただきます。
・「要介護２」以上の認定を受けている方については対象外となります。
　詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。

　 問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

社会福祉協議会だより
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一人ひとりの小さな気持ちが
大きな福祉の心となりました

善意のご寄附をいただきました

　大野小学校は児童会の福祉委員を中心に、アルミ缶や古紙の回収活動に取り組まれています。
　昨年度にアルミ缶や古紙回収で得た収益金１５, １７０円を福祉委員前期・後期代表児童（当
時６年生）より寄附していただきました。
　同校では、週に１日「アルミ缶回収日」を決め、全校児童が登校時に持ち寄ります。集まっ
たアルミ缶を福祉委員が、袋から出して分別し大袋にまとめてリサイクルします。
　同校長は「コロナ禍で感染対策を行いながらの回収活動は大変であった」と、話しました。
　寄附金は、本会が行う社会福祉事業に活用させていただきます。

▲感謝状を受け取る福祉委員前期・後期代表児童
（令和４年３月２日）

▲福祉委員前期代表児童より寄附贈呈の様子

　令和４年１月４日～令和４年３月２日までに次のとおりご寄附をいただきました。
寄附金等は本会が行う社会福祉事業に活用させていただきます。

　○昭和３７年大野中学校卒業　戌亥会同窓会　様………５９, ８１５円
　○緑花振興会　会員一同　　　　　　　　　　様………６９, １３０円
　○大野小学校児童会　　　　　　　　　　　　様………１５, １７０円

【物品】事務局受付分
　○一般社団法人一生涯サポート・ばらの会　様
　　………飲料、菓子、食料品、アルファ米１００食
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