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海老江養寿会の
奉仕活動

令和２年度 村上市社会福祉協議会 決算報告
令和３年６月28日定時評議員会を開催し、令和２年度の事業報告、社会福祉事業・公益事業決算など
が承認されました。令和２年度の決算については、次のとおりです。
介護保険事業

介護保険事業収入

673,751,876 円

624,900,909 円
補助金収入

107,499,537 円
受託金収入

49,213,211 円

歳出

歳入

823,844,834 円円

813,366,249 円円

法人運営事業

92,517,378 円

介護保険事業
拠点区分

障害者福祉
サービス等事業収入

法人運営事業
拠点区分

15,313,591 円

受託事業

42,552,157 円

会費収入

8,773,766 円

共同募金配分金事業

8,158,954 円

その他収入

4,648,863 円
寄付金収入
事業収入

地域福祉活動推進事業

5,222,075 円

1,712,146 円

1,304,226 円

その他事業

会費収入8,773,766円の内訳
会費の種類
一般会費
賛助会費

実績額

1,642,394 円

公益事業（福祉センターゆり花会館）
備

考

6,743,866円 （13,714件） 市内各世帯を対象
本会の趣旨に賛同する
2,029,900円 （ 1,051件）
個人、法人、団体

歳入

28,729,480円

歳出

27,664,158円

令和2年度村上市社会福祉協議会会員募集に、多くの皆様の
ご協力をいただきありがとうございました。
社協全体
公益事業を除く社協全体の収入総
額は、八億一、三〇〇万円で、支出
総額は八億二、四〇〇万円となりま
した。この結果、当期資金収支差額
は▲一、一〇〇万円となりましたが、
前年度より八〇〇万円縮減すること
ができました。
事業拠点区分別は次のとおりです。
★法人運営事業拠点区分
収入総額は一億五、一〇〇万円、
支出総額は一億五、〇〇〇万円、当
期資金収支差額は一〇〇万円となり、
今年度は黒字化することができまし
た。これは、地域共生事業、高齢者
除雪費援助事業などの市受託金と、
生活福祉資金貸付事業の県社協受託
金が増加したことによるものです。
★介護保険事業拠点区分
①居宅介護支援事業
収入総額は九、五〇〇万円、支出
総額は九、〇〇〇万円、当期資金
収支差額は五〇〇万円となりました。
②ヘルパーステーション事業
収入総額は一億二、四〇〇万円、
支出総額は一億二、一〇〇万円、
当期資金収支差額は三〇〇万円と
なりました。
③訪問入浴事業
収入総額は一、五〇〇万円、支出
総額は一、四〇〇万円、当期資金
収支差額は一〇〇万円となりました。
④デイサービス事業
収入総額は四億二、八〇〇万円、
支出総額は四億四、九〇〇万円、
当期資金収支差額は▲二、一〇〇
万円となりました。コロナ禍のた
め利用者の減少による利用料の減
収が大きな要因です。
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令和２年度の主な実施事業
令和2年度は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、地域福祉活動やボランティア活
動など自粛を余儀なくされる状況となりましたが、コロナ禍の困難をともに乗り越えようと様々な活動や
事業を実施してきました。
地域福祉活動推進事業

共同募金配分金事業

■心配ごと相談所（140回）
■地域福祉推進事業（荒川地区 24団体）
■暮らし支え合い事業（利用回2,048回）
…利 用会員の日常生活のちょっとした困り
ごとに協力会員が手助けを行う、地域の
支え合い事業

■みんなの思いをつなげようプロジェクト
…例 年開催していた「ふれ愛フェステバル」
に代わる事業として実施
・メ ッ セ ー ジ 1,351通
・笑 顔 の 写 真    30点
・タイムカプセル   173点

受託事業
■配食サービス事業（神林地区98回）
■手話奉仕員派遣養成事業（24回開催）
■ゆったり塾事業（山北地区 延319名）
■生きづらさを抱えた人の居場所づくり事業
【みつば】（延 677名）
■生活福祉資金貸付事業（貸付182件）
…所 得の少ない世帯等への資金の貸付や相談
支援
■高齢者除雪費援助事業（延 助成224回）
…高 齢者や障がい者に対する屋根の雪下ろし
の助成
■生活困窮者自立支援事業（相談281件）
…生活困窮者の生活を安定させるための支援
■市民後見人養成事業（延11回 受講者11人）
法人運営事業
■理事会、評議員会等の各種会議の開催
■事務所・５支所の維持管理
■職員の研修等

日）
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清 掃 活 動 を行 い ま し た ！

日～７月
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■居宅介護支援事業（５事業所）
…居宅サービス計画書の作成等
■ヘルパーステーション事業（５事業所）
…ホームヘルプサービス
■訪問入浴事業（１事業所）
…入浴車による入浴サービス
■デイサービス事業（７事業所）
…デイサービス（通所介護）
四連休最終日の七月二十五日、い
わふね青年会議所主催による岩船港
周辺の清掃が行われました。
当日は村上高校の一年生三十八名
も一緒に清掃作業に参加し、三十℃
を超える暑さの中の活動でしたが、
綺麗な岩船港になりました。
参加された皆様に感謝するととも
に、暑い中での活動お疲れ様でした。

月
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62名）

介護保険事業

たくさんの善意を
ありがとうございました

（

【寄付金】
塚田文也 様 
一、〇〇〇円
石心クラブ様  一六、五七〇円
山中和子 様 
一、二二二円
旧神納中学校第十回卒業生一同 様
一五、一七一円

【寄付物品】
山口之孝 様
梅
石田一雄 様
オムツ・パッド・ウエス他
木村トシ 様
リハビリパンツ・パッド他
匿名希望様
オムツ・シーツ（ウエス）・尿取
り パ ッ ド・手 袋・石 鹸・ハ ガ
キ・古切手
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５

■理美容助成事業（延787回）
■一人暮らし等高齢者給食会（２回
■歳末おせち料理（1,845食）
■社協むらかみ発行（６回発行）

村上市社会福祉協議会の役員が改選になりました
会 長 就 任 の あ い さ つ

村上市社会福祉協議会
会長 会田 健次

新 役 員

職名
会長
副会長
副会長
常務理事
理事
理事
理事

日頃より、市民の皆様には村上市社会福祉協議会の諸活動にご理解とご支
援を賜り心より感謝とお礼を申し上げます。
この度、役員改選により会長という重責を担うこととなりました。微力で
はありますが社会福祉法人としての協議会の役割を果たして参る所存であり
ますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
私から申し上げるまでもなく、今、日本中がかつて経験をしたことのない、
人口減少と高齢化が猛スピードで進んでおります。
このような中で、社会福祉協議会の果たす役割も大きいものと理解をして
おります。
現在、コロナ禍ではありますが、これからも、なお一層村上市と連携を図
りながら、福祉のまちづくりのために活動を展開してまいりますので、これ
まで以上に市民の皆様方のご理解とご支援そしてご協力を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。
（任期：令和３年６月28日～令和５年６月定時評議員会終結時）

氏名
会田 健次
菅原 実雄
秋山 久子
木村 正夫
丹羽 正玄
石田 秀一
貝沼
実

選出区分
地域の代表者
民生委員児童委員代表
社会福祉活動を行う者
村上市社会福祉協議会
地域の代表者
地域の代表者
地域の代表者



職名
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

はじめてのボランティア講座
９月下旬～11月下旬の期間に「はじめてのボラ
ンティア講座」を開講します。手話や車イスの操
作など様々な体験をしてみませんか。これからボ
ランティアを始めるあなたの一歩を応援します！
講座の詳細については社協窓口に
あるチラシまたは社協ＨＰをご覧い
ただきお申し込みください。
■問い合わせ
社会福祉協議会

地域福祉課

☎62-7757

氏名
選出区分
斎藤 寅二
地域の代表者
八藤後 清
（福） 村上岩船福祉会理事
木村 静子
社会福祉行政機関
増子 要作
学識経験者
小田 悦男
社会福祉施設の長
斎藤
勉
学識経験者
中山
衛
財務諸表を監査しえる者
理事 12名、監事 2名（敬称略）

ご近所活動助成金申請受付中
誰もが安心して暮らし続けられる地域になるよ
う自治会・町内会等で住民同士が助け合いの仕組
みを作り、主体的に生活支援活動をするための活
動資金を助成します。
詳しくは社協ＨＰまたは地域福祉
課までお問い合わせください。
■問い合わせ
社会福祉協議会
☎62-7757

地域福祉課

令和３年度ふれあいフェスティバルは、
コロナ禍のため中止することになりました
社協むらかみ
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お知らせ

手話奉仕員養成講座~入門課程~
開催のお知らせ
手話で日常会話を行うために必要な手話の技術
の習得を目指し、手話奉仕員の養成を行います。

村上おもちゃの病院の
８月・９月の開院日
★開院日
★場
★時

手話で

８月28日㈯
９月25日㈯

所

「こんにちは」

クリエート村上

間

★講座期間

午前９時～11時30分

おもちゃドクター募集中!!

★会

興味のある方、一緒に活動しましょう！
お問い合わせは下記までお待ちしています。
■問い合わせ
社会福祉協議会

地域福祉課

★対 象 者
★参 加 費
★募集人数
★申
込

☎62-7757

24時間テレビ
チャリティー・キャンペーン
今年の街頭募金は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となりました。
そのため下記の期間、社協各支所窓口にて募金
を受付します。

★受付期間：８／19㈭～27㈮
（土日を除く）
８：30～17：00
詳しくは地域福祉課（62-7757）までお問い合わ
せいただくか、TeNYホームページをご覧ください。

くらしとこころの総合相談会の
お知らせ
法律、仕事、ストレスによる心身の不調など、
各分野の専門家がお話を伺います。
一度に複数の専門家への相談が可能です。
「どこに相談したらよいのかわからない」そん
な方はぜひご利用ください。
事前に電話での予約が必要です。
日時

申込期限

①

９月５日㈰ 10時〜15時

８月27日㈮

②

11月７日㈰ 10時〜15時

10月29日㈮

★会 場
★対象者

村上市生涯学習推進センター（マナボーテ村上）
村上市、関川村、粟島浦村にお住まいの方
（ご家族などからの相談もお受けします）

■申込み・問い合わせ
新潟県村上保健所 ☎53-8369
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場

・９月14日~11月13日
毎 週 火 曜 日 19時〜21時
月２回土曜日 10時〜15時30分
・村上市生涯学習推進センター 
（マナボーテ村上）
・手話の経験がない人
・手話に関心がある人
・テキスト代 3,300円
・10人
・８ 月31日までに村上市社会福祉
協議会 総務課へ申し込んで下
さい。

■問い合わせ
村上市社会福祉協議会

総務課

☎53-3467

ささえあい村上協力会員募集
あなたの「出来ること」を必要としている人が
います。あなたのちょっとした手助けがあれば、
住み慣れた地域・自宅でいつまでも安心して暮ら
し続けられる人がいます。
あなたの空いている時間でちょっとボランティ
アしてみませんか？
詳細は下記までお問い合わせください。
■問い合わせ
社会福祉協議会

地域福祉課

☎62-7757

村上市朝日ミニハンディキャブ友の会の
運転ボランティア募集
車イス利用者の通院を
支 援 す る「ミ ニ ハ ン デ ィ
キ ャ ブ 友 の 会」は、利 用
す る 人・運 転 す る 人 が 相
互に会員になって助け合
う会です。
普通運転免許をお持ち
でボランティアに熱意のある方の応募をお待ちし
ています。
■問い合わせ
社会福祉協議会

社協むらかみ

朝日支所

☎75-5650

シリーズ

つながり TSUNAGARI

皆さんがつくりあげてきた地域の茶の間や様々な形の居場所をシリーズで紹介します。

～こんな時こそ地域のつながりを～
集まる機会があるから情報も得られ、元気でいられる
～中津原の茶の間～

社協むらかみは、資源保護のため古紙
配合率70％再生紙と環境にやさしい
大豆油インクを使用しています

山北地区中津原集落は国道７号線に面した17世帯が住む小さな集落です。
毎月24日の「念仏」の後に茶の間が始まります。
この日は定例の日ではなかったのですが、お邪魔したいことを告げると快く８人の方が集まってく
れました。菅原代表の音頭で、脳トレを行った後、参加者が広告の紙を使ってゴミ入れの作り方を教
え皆さん真剣に取り組んでいました。
皆さんと懇談する中で、「今は大丈夫だけど、５年後が心配。車
に乗れなくなったら、買い物はどうしよう。」「自己負担するから買
い物ツアーに連れて行ってほしい。」「村の中でできることは助け
合っていきたい。畑おこしたりね」と。
そして、「こうやって集まる機会があるから情報も得られ元気で
いられる」「顔を合わせておしゃべりできることが嬉しい」「自分が
できるアイディアを生かすことが役割だと思っている」と。
皆さん優しい山北なまりで次々に語ってくれました。
少子高齢化の波は容赦なく大きな不安をもたらしていますが、近
くに住む気心の知れた者同士「気にかけあって声かけあって、何か
あった時は助け合っていきたい」という思いは顔の見えるつながり
が続いているからこそ生まれる思いだと感じてきました。
これからも、このつながりを大切に中津原の茶の間を守っていっ
てほしいと思いました。
（地域福祉課）
ゴミ入れ作り

表紙説明

この広報誌は、赤い羽根共同募金
配分金を受けて発行しています。

荒川地区の海老江集落では、
氏神様「石堂神社」の年２回の
祭礼があり、養寿会が、毎年祭
礼前に清掃等の奉仕活動を行っ
ています。
境内の杉の枯れ枝や草取り作
業は主に年配者、屋内は比較的
若い会員が作業に当たります。
長年培ってきた腕前で、老人会
ならではの出来栄えです。
こうして皆が一同に集まって
共同作業を行う、和気あいあい
でとても有意義な事と思います。
小さな事ですが、集落に少しで
も貢献した気分になり、これか
らも健康な限り継続していきた
いと話していました。

（荒川支所）

編集・発行 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
〒958－8501 新潟県村上市三之町１番１号
TEL（0254）53－3467 FAX（0254）50－0020

笑顔 と おもてなし

社協の介護事業所を

シリーズで紹介

笑顔と安心の訪問介護、
そして安否確認

ヘルパーステーションあさひ

今年５月に
JAバンク
新潟県信連様より
寄贈頂きました新車です。
大事に使わせて
頂きます。

ヘルパーステーションあさひの事務所
は市役所朝日支所の１階にあります。
介護保険利用者や軽度の生活支援が必要な方、およそ60名に
職員６名で訪問しております。サービス対象地域が広いので片
道30分かかることが多いです。
そのほか、市からの委託事業として「安否確認事業」も行っ
ています。公的なサービスを利用していない80歳以上の単身・
高齢者世帯への訪問です。何か心配なことがありましたら気軽
にお話を聞かせてください。
暑い日が続いています。家の中でも熱中症になる危険があり
ますので、水分・塩分補給を忘れずお過ごしください。

（管理者）
E-mail：syakyo.murakami@helen.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.murakamisyakyou.com/
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