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共同募金は 『たすけあいの活動』です。ボランティアの方々に協力していただき、

集まった募金は民間の福祉活動を支援するため活用されます。

（一部は市区町村を超えて、広 く道内の課題を解決するための活動にあてられます。 ）

社協だより

今年の目標額は

☆伊達地区 4,280,000円
☆大滝地区 302,000円

《共同募金には税制上の優遇措置が

適用されます》

運動期間 10月 1日～ 12月 31日

【わっくわっく広場】

高齢者の心身リフレッシュや

閉じこもり防止の支援

【ボランティアトークサロン】

ボランティアに対する理解を深め、

活動の輪を広げる機会の提供

【ふれあい広場（今年度は中止）】

地域の人がふれあえるお祭りの開催

このほか◎地区社協事業への助成

◎ボランティア連絡会事業の活動費、
個々のボランティア団体の活動支援

◎広報紙発行事業
◎会食サービスの一部助成、
市内小中学校への福祉教育活動助成

などにも皆さまの貴重な善意が活かされています



令和２年度 事業報告

※大滝地区事業

訪問介護事業所運営 （630件）

訪問サービス事業 （126回、47名）

※給食（会食型）サービス事業 （11回、 51名）

※外出支援サービス事業 （107日、349名）

※生活援助サービス事業 （84回、 84名）

※入浴サービス事業 （49回、179名）

※大滝区通院支援 （34日、 35名）

※子育て支援（送迎）事業 （利用者なし）

アクティビティ音楽活動 （中止）

訪問アクティビティ音楽教室 （中止）

家族介護者交流事業(元気回復事業) （中止）

家族介護教室事業 （5回、 103名）

各種資金貸付相談事業 （相談189件、貸付184件）

歳末たすけあい運動要援護世帯援助

（174世帯、1,393,000円）

高齢者住宅等安心確保事業

地区社協活動研修会の開催 （中止）

地区社協連絡会議の開催 （2回）

地区社協への支援 （12地区）

わっくわっく広場実施支援 （開催地区なし）

わっくわっく広場交流 （参加6地区、17名）

ふれあいチーム活動の支援 （1地区5チーム）

ふれあいいきいきサロン活動の推進

総合相談 （198件）

障がい者週間記念事業 （来場者93名）

日常生活自立支援事業 （生活支援員8名、契約8件）

老連、民児協、身障協会等の団体運営の支援

第5期地域福祉実践計画の推進

市民交流の場づくり実践者への助成事業 （1件）

男性料理教室の開催支援 （中止）

伊達はつらつ元気塾事業（1地区、 9回、148名）

ひとり親世帯新入学児童へのお祝い贈呈事業

（32名）

ひとり親家庭応援給付金事業 （96世帯）

ボランティア新規登録 （個人6件、団体7件）

ボランティア需給調整 （依頼12件）

ボランティアセンター物品寄贈 （22件）

ふれあい広場の開催 （来場者約1,000名）

ボランティアフォーラムの開催 （参加者137名）

ボランティアトークサロンの開催（中止）

ボランティア連絡会活動の支援

介護予防プラン作成 （7,132件）

総合相談・権利擁護支援事業 （相談3,620件）

認知症介護者のつどい （1回）

認知症サポーター養成講座 （3回）

認知症出前講座・啓発活動 （5回）

認知症総合支援事業、福祉人材の育成支援

虐待防止ネットワーク推進会議

理事会・評議員会･委員会の開催 （計15回）

苦情解決体制の整備 （第三者委員2名配置）

「社協だより」の発行 （3回）

共同募金配分金の活用 （配分額3,534,915円）

社会福祉協議会諸室の管理運営

（年間利用者 38団体、延5,830名）

各種助成制度の活用

令和２年度 資金収支決算書（法人全体）

ビアガーデン（ふれあい広場） （中止）

パークゴルフ大会 （74名、益金37,418円）

相談業務 （50件、89回）

出前講座・セミナー開催 （3回）

市民後見人フォローアップ研修開催 （2回）

年間施設利用状況（90団体848件、延べ13,083名）

単位：円

収入 金額 支出 金額

 会費収入 3,420,750   人件費支出 127,757,639
 寄付金収入 1,420,000   事業費支出 18,283,516
 経常経費補助金 59,242,500   事務費支出 9,011,102
 受託金収入 64,863,546   市補助金返還金支出 806,506
 貸付事業収入 272,000   貸付事業支出 378,000
 事業収入 746,050   共同募金配分金事業費 1,762,680
 介護保険収入 39,461,098   助成金支出 3,540,844
 借入金利息補助金収入 2,146,559   負担金支出 20,000
 受取利息等 882,487   支払利息支出 2,146,559
 積立金取崩収入 3,431,553
 施設整備等補助金収入 12,211,000   設備資金借入金元金償還支出 12,211,000
 設備資金借入金収入 0   固定資産取得支出 1,937,800
 固定資産売却収入 0 　その他の活動支出 9,455,978

 前期末支払資金残高 17,803,787

合計 205,901,330 合計 187,311,624
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日 時
9:30 受付 ／ 10:00 開会 ／ 11:45 閉会

会 場
伊達市梅本町39-30

入 場 料
(定額募金)

お一人様

４００円

☆高校生以下無料

☆施設等職員が利用者の

付き添いで来場する

場合には、付添者分

は無料

☆定額募金は全額 ｢赤い羽根共同募金」へ寄付いたします。

入場には、事前申し込みが必要です！

新型コロナウイルス感染症防止のため、事前予約により、入場人数を制限して開催しますので、ご注意ください。

※期間内でも定員に達した時点で締め切る場合があります。

取得した個人情報は、本事業以外には使用いたしません。

バリアフリー日本語字幕上映

主催／伊達市ボランティア連絡会・伊達市社会福祉協議会

協賛／伊達信用金庫

この事業は、赤い羽根共同募金配分金を

受けて開催されます。

家族を介護されている方・介護に興味関心のある方、気軽に楽しく学びます。

詳細は決定次第、社協ホームページに掲載します！！
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雪かきサポーターさんを、市内全域から募集します。

☆ボランティアセンター物品寄贈

〔使用済み切手・プリカ、書損ハガキ〕

伊達信用金庫本店、㈱ウロコ、髙梨忠男

〔その他〕

伊藤（舟岡町）／介護用紙おむつ

(有)猿橋工務店／タオル

匿名／車いす、シャワーチェア、杖、バスタオル

匿名／介護用紙おむつ、尿取りパッド

やさしさあふれる「まちづくり」にご協力いただいております。（４月２２日～９月２１日）（敬称略）

使用済切手等は、ＮＰＯ法人誕生日ありがとう運

動本部に寄贈させていただき、知力ハンディキャッ

プの問題を啓発する活動に役立てていただきます。

介護用品等は伊達市内で必要とする方へお譲り

しています。また車いすは社協「車いす貸し出し

事業」で役立てさせていただきました。


