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《相談実績》

収入 支出

※当期末支払資金残高とは…令和元年度１年間だけの繰越金ではなく、17年度の合併時から現在までの

　　　　　　　　　　　　　繰越金の総額の事であり、社協の運営資金の一部になっております。

共同募金配分金事業
6,389,034

たすけあい
資金貸付事業
234,033

障害福祉
サービス事業
9,900,663

福祉会館管理事業
13,499,593

デマンド乗合
タクシー事業
8,046,817

会費収入6,584,978

補助金収入
38,745,416

寄付金収入
304,550

受託金収入
34,210,525

貸付事業収入
180,000

障害福祉
サービス等収入
12,528,670

その他収入
1,079,817

積立金
取崩収入
10,055,667

前期未支払
資金残高
41,885,374

331,021,705円

合計

331,021,705円

合計

（単位：円）

介護保険事業収入
185,446,708

当期末支払
資金残高（※）
42,316,500

デイサービス
センター管理事業 
90,042,635

介護保険
サービス事業
85,696,001

地域福祉事業
48,132,016

居宅介護支援事業
26,764,413

（単位：円）

令和元年度　五泉市社会福祉協議会　事業報告
　令和元年度も、ボランティアセンターを中心に福祉情報の提供や福祉教育への協力、啓発活動などに努
めるとともに、日常生活で支援を必要とする高齢者や障がい者、生活困窮者の相談に関係機関と連携し、
様々な社会資源を活用しながら、自立した生活を目指して支援を実施しました。また、福祉ニーズの多様
化する中、人材育成のため各種研修などへの参加を推進し、職員の資質向上を図りました。

内　　容 件数

高齢者や介護者の健康 468

福祉サービス 194

サービス紹介 101

医療関係 94

サービス内容関係 58

介護保険関係その他 36

介護方法や介護の悩み 15

要介護認定関係 11

その他 376

合　　計 1,353

法人運営事業 在宅介護支援センター事業

介護保険事業

障害者総合支援法事業

その他の事業

・理事会（５回）
・評議員会（４回）
・監事会（１回）
・正副会長常務理事会議（６回）
・福祉会館運営委員会（１回）
・役員等研修会（１回）
・会計事務所巡回監査（12回）
・役職員等の内部・外部研修（164件）

・スクエアステップ教室（12日　延参加者数141名）
・パワーアップ教室

（12日・２コース　延参加者数228名）
・介護予防教室（２日　延参加者数17名）

・訪問介護（延利用回数26,420回）
・通所介護（延利用回数8,480回
　　　　　　　　　　延利用者実数1,018名）
・居宅介護支援（ケアプラン作成件数1,810件）

・日常生活自立支援事業（利用者数７名）　・無縁仏供養受託事業（５ヶ寺）
・五泉市福祉会館管理経営事業（利用実日数337日　延利用人数37,220名）
・五泉市村松デイサービスセンター管理経営事業
・ごせん乗合タクシー「さくら号」受付センター（運行日291日　利用者数46,844名）

・居宅介護事業（延利用回数2,764回）
・地域生活支援事業（延利用回数12回）
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福祉支援事業

生活困窮者自立支援事業

啓発・広報活動事業

ボランティアセンター事業

（１）高齢者福祉支援事業
　・一人暮らし高齢者昼食招待事業「七夕の集い」
　　　　　　　　　　（参加者等：70歳以上385名）
　・高齢者生活安全訪問受託事業（対象者65名）

（訪問延回数808回　電話延回数236回）
　・介護者フォローアップ交流会

（７回開催　延参加者数37名）
　・在宅ねたきり高齢者理美容サービス事業

（延利用者81名）
　・歳末事業（「安心袋」等配布…70歳以上1,431名）
　・介護用ベッド貸出事業（４台）
（２）障がい者福祉支援事業
　・重度身体障害者移動支援事業

（車いす送迎車「つばさ号」延利用者142名）
　・声の広報等発行事業（12名）
（３）低所得者福祉支援事業
　・たすけあい資金貸付事業（１件）
　・生活福祉資金貸付事業（10件）
　・行旅困難者旅費支給（６件）
（４）児童・青少年福祉支援事業（福祉教育への協力）
　・小・中学校、高校での福祉教育の推進

（９日・参加者396名）

・五泉市社会福祉大会（参加者約300名）

・社協だよりの発行（６回）

・災害ボランティアセンター設置・運営訓練
(参加者16名)

・サマーボランティアスクール
（参加者　中学生1名・高校生２名）

・24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティー
(参加者17名）

・新春！ボランティアお楽しみ交流・親睦会
（参加者107名）

・運転ボランティア研修会（参加者５名）

区分 学校数 対象者数

小・中学校 ４校 196名

高 等 学 校 １校 200名

《五泉市くらしの支援センター相談内容の内訳 ※重複》 ≪ボランティアセンター活動実績≫

生活保護に関する相談 59件

健康・障がいに関する相談 48件

家族関係の問題 28件

就労相談 24件

貸付の相談 18件

債務・税金滞納の相談 15件

福祉サービスに関する相談 1件

その他 28件

登
録
人
数

新規 個人 5名

総数
個人 129名

団体 37団体　784名

相 談 件 数 212件

あ っ せ ん 件 数 156件

あ っ せ ん 人 数 241名

　ご家庭でお使いにならない未使用・未開封のマスクをお寄せください。ご寄付いただいたマスクは、

お困りになられている市民や団体などに配布される予定です。

対　　象：・マスク（未使用・未開封に限る）　　

　　　　　・手作りの布マスク（ビニール袋等に入れてください）

設置場所：・福祉会館内、五泉市社会福祉協議会　受付窓口

　　　　　・村松支所内、ロビー

設置期間：６月１７日から当面の間

マスクのご寄付にご協力ください！
～未使用マスク回収BOX設置のお知らせ～
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　市内の理容所や美容院から自宅に来てもらえる「無料サービス券」
を対象となる皆様へ配付します。

1. 対 象 者

2. 利用期間

　介護保険制度で要介護4・5の認定を受けた人で、65歳以上の在宅でねたきり

の状態にある方または、それと同様の状態にある方

1. 対 象 者

　令和２年７月１日（水）～令和３年１月31日（日）までの間に２回利用できます。

　※10月～12月に申請した場合は、1回の利用となります。

　※理容所・美容院の休業日を除き、サービスを実施している店に限ります。

2. 利用期間

　申込用紙を令和２年12月28日（月）までに社会福祉協議会へご提出ください。

3. 申込方法

4. そ の 他

3. 申込方法

　在宅のみでの利用になります。施設や病院などでの利用はできませんので、ご了承ください。

4. そ の 他

ねたきり高齢者 訪問理美容サービス
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介護者フォローアップ講座　開催！

●五泉こども食堂　　マスク22枚

あたたかなご厚意に感謝いたします
Ｒ２. ４．21 ～Ｒ２. ６．20（敬称略）

Ｒ2 . 4．21 ～Ｒ2 . 6．20（敬称略）

使用済み切手・テレカは
ボランティアセンターへ

●津川郵便局　　　●清流の里 たわし隊 
●㈱松の家　　　　●ひまわりサークル
●梁岩商店　　　　●㈲丸山電気工事店
●林 龍児　　 　　 ●洋菓子の店フリアン
●金鵄盃酒造㈱　　●橋田町内会
●日本郵政グループ労働組合 新津支部
●串ひろ　　　　　●㈱エムアールアイ
●㈱吉忠　　 ●㈱佐久間石油　　 ●山田めぐみ
●収集ＢＯＸに寄付してくださったたくさんの方々

～ご協力ありがとうございました～

　介護の悩みや体験を持つ人同士で情報交換

や交流ができる場を作るために、講座を開催

します。

　本会に苦情相談窓口のほか、第三者委員を設け、

必要に応じて立ち合いや助言等を行います。

市内在住で、介護をしている方
　 〃 　　　これから介護をしようとしている方　
　 〃 　　　介護を終えられた方

本会の介護サービス等の利用でお困りの際は…

開催日 時　間 会　場 内　　容

７月29日（水） 13：30～15：00 福祉会館　研修室
オリエンテーション・座談会・レクリエーション、ゲームなど
講座「介護予防と今からできること」

８月26日（水） 13：30～15：00 福祉会館　研修室
講話『日頃のストレスの緩和 ～こころとからだをいたわる～』
講師：新潟大学医歯学総合病院 精神科
　　　臨床心理士　國塚拓郎さん

11月25日（水） 13：30～15：00 さくらんど会館
体験『介護者のための体操とストレッチ
　　　　　　　　　　～腰痛予防とリフレッシュ～』
講師：健康運動指導士　吉田純子さん

３月３日（水） 11：00～15：30 温泉施設 まとめ、温泉、観劇（予定）

※お申し込みは、 開催日の５日前まで にお願いいたします。（土日・祝日を挟んだ日にちは除きます。）

※開催内容によっては、参加費をいただく場合があります。

対象者
⎧
⎨
⎩

氏 名 住 所 備 考 氏 名 住 所 備 考

星　伸助 橋田 評議員 樋口明美 本村７ 民生委員
児童委員

伊藤由美子 宮町 学識経験者 岩野和範 下大蒲原 学識経験者


