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写したあと、そのまま
少し待ってください。

社会福祉法人
社会福祉協議会

柳井市

社協

地域福祉に関する情報を提供いたします。

追加 投稿 位置情報

検索

社協　にゃん子
～～～～～

～～～～～
福祉　くま太郎

①LINEアプリを開きます ②上部の検索欄の右側を押します

③このQRコードを写します ④左下の「追加」を押すと完了です
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※LINEアプリを使って本会と会話することはできません。
※LINEアプリで個人情報を取り扱うことはありません。

通信アプリLINEで
福祉の情報をお届けします！

　LINEの柳井市社協公式アカウントを友達登録するだけで、講座などの福祉
に関する耳寄りな情報が自動的に届きます！登録方法は以下の通りです。



やない市社協だより令和 3年 6月 24 日

3

柳井市社会福祉協議会はこのような活動をしています

★ 生活の総合的な支援
　● 心配ごと相談所の開設
　● 福祉無料法律相談の実施
　● 有料在宅福祉サービス事業の実施
　● 地域福祉権利擁護事業の実施
　● 成年後見事業の実施
　● 各種資金貸付事業の実施
　● 福祉用具及び福祉車両の貸出
　● 手話通訳者設置事業の実施

住民の支え合う体制づくりや専門職等との連携・協働による問題解決に向けて、誰もが安心して
住み慣れた地域で暮らすことができるよう地域に根ざした福祉のまちづくりに取り組みます。

基本方針：

★ 地域福祉の推進
　● 地域福祉計画・地域福祉活動計画第Ⅲ期の推進
　● 地区社会福祉協議会の活動支援
　● 福祉員活動の推進
　● ふれあい いきいきサロンの推進
　● 老人給食サービス事業の実施
　● 生活支援体制整備事業の推進
　● 見守りネットワーク基盤の強化事業

★ 介護保険事業・自立支援事業等の推進
　● 居宅介護支援事業
　● 訪問介護事業、介護予防・総合事業
　● ほっとサービス事業
　● 障害福祉サービス事業
　● 柳井市平郡デイサービスセンター受託経営事業

★ その他
　● 共同募金配分金事業
　● 子どもの居場所づくり支援事業
　● 柳井市「福祉の市」開催事業への協力など

★ ボランティア活動の推進
　● ボランティアセンターの管理運営
　● 入門講座等の開催
　● ボランティアまつりの開催
　● 災害ボランティアセンターの運営や
     災害ボランティア事前登録の受付

★ 子育て支援
　● やないファミリー・サポート・センター事業の実施

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
施設整備等補助金収入
長期運営資金借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の収入

柳井市社会福祉協議会の運営のために
心配ごと相談所運営のために
有料在宅福祉サービス事業の運営のために
地域福祉権利擁護事業のために
歳末たすけあい運動のために（歳末たすけあい募金）
地域福祉活動事業のために（共同募金）
各種資金の貸付のために
ボランティアセンターの運営のために
地域福祉活動の支援のために
居宅介護等事業のために
柳井市平郡デイサービスセンター受託経営事業のために
各地区老人給食サービスの運営のために
やないファミリー・サポート・センター運営のために
その他事業のために

45,929
44
271

1,116
2,471
7,615
8,922
719

2,181
43,400
30,748
4,439
4,686
4,848

157,389

収  入

合　計 合　計

単位：千円

157,389

支　出（事業別） 単位：千円
3,945
800

47,472
33,855
3,170
863
124

46,322
350

8,307
39
37
840

5,000
1,002
3,009
1,683
571

令和３年度  社会福祉事業会計予算総額 　157,389,000円令和３年度  社会福祉事業会計予算総額 　157,389,000円

令和３年度  公益事業会計予算総額    10,280,000円
単位：千円

柳井市総合福祉センター設置運営のために
成年後見事業のために
合    計
 

9,273
1,007
10,280

令和３年度  公益事業会計予算総額    10,280,000円



やない市社協だより 令和 3年 6月 24 日

4

会費支出 ( 単位：千円 )

寄付金支出 ( 単位：千円 )

　社会福祉法人　柳井市社会福祉協議会は、地域福祉を推進するという目的により日常生活の
総合的支援や在宅福祉サービス等をおこなっています。こうした事業は、会員の皆様から寄せ
られる会費や寄附金、行政からの補助金・委託金などにより賄われています。皆さまが住み慣
れた地域で安心して、心豊かに暮らし続けることのできるまちづくりを推進するために、会費
や寄附金は貴重な財源となっています。
　今年も市社協会費・寄附金にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　令和２年度柳井市社会福祉協議会事業並びに決算報告について、理事会、評議員会（書面決議）
において承認されましたので、ご報告いたします。

　　　　　柳井市地域福祉計画・柳井市地域福祉活動計画第Ⅲ期を実行するため、基
本理念の「共に支え合い　えがおで暮らせる　福祉のまちづくり」を目指して地区社会福祉
協議会をはじめ関係機関との連携・協働により地域福祉を推進いたしました。
　特に生活課題を抱えた高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていくため
生活支援体制整備事業の拡充に努め、すでに取り組みを始めている地区については支援活動
の充実と組織体制の強化に努めました。

広報活動のために
法人運営のために
　理事会、評議員会、部会
　研修費・旅費
　事務費（賃借料、通信費、損害保険料、税理士報酬他）
地区社協への助成のために
車輌維持のために
負担金
　                     合　　　　計

830
103
1,338

30
2,271

512
591
492

3,896

地域福祉活動推進のために
　　地区社協への助成のために
　　福祉員活動推進のために
心配ごと相談のために
ボランティア活動推進のために
青少年育成のために
香典返しハガキ印刷代
　                     合　　　　計

31
110

141

12
625
9
13 
800

広報活動のために
1%

市社協会費・寄附金はこのように使われています

令和２年度　柳井市社会福祉協議会事業・決算報告

事業報告

会費見込額 ( 単位：千円 )
一 般 会 費
団 体 会 費
特 別 会 費
施 設 利 用 会 費
合 　 　 計

寄付見込額 ( 単位：千円 )
香典・玉串料返し
一 般 寄 付
合 　 　 計

150 
650 
800 

3,700
44
120
32

3,896

法人運営
のために
58％

地区社協への
助成のために
13%

車両維持の
ために
15%

負担金
13%

青少年健全育成のために
1%

心配ごと相談のために
1%

ボランティア活動
推進のために
78%

地域福祉活動
推進のために
18%

香典返し
ハガキ印刷代

2%
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決算報告　＜社会福祉事業会計＞

令和元年度　公益事業会計

収　入 単位：円

収　入 支　出単位：円 単位：円

単位：円

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
長期運営資金借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高
　　　合　　　　　　　計

柳井市社会福祉協議会の運営のために
心配ごと相談所運営のために
有料在宅福祉サービス事業運営のために
地域福祉権利擁護事業のために
歳末たすけあい運動のために（歳末たすけあい募金）
地域福祉活動事業のために（共同募金）
各種資金の貸付のために
ボランティアセンターの運営のために
地域福祉活動の支援のために
居宅介護等事業のために
柳井市平郡デイサービスセンター受託経営事業のために
各地区老人給食サービスの運営のために
やないファミリー・サポート・センター事業のために
その他事業のために

43,712,799
42,748
240,143

1,111,410
2,303,418
4,744,952
8,645,973
244,659

1,858,967
44,388,945
28,712,381
2,606,068
4,544,394
4,600,000

147,756,857

3,869,100
1,934,604
42,678,277
29,646,191
2,820,000
823,980
123,856

46,640,895
334,000

8,312,350
41,856
32,887
750,436
940,000

5,000,000
1,453,231
3,071,903
1,249,214
53,129,231
202,852,011

分担金収入
経常経費補助金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
前期末支払資金残高
　　　　合　　　　　　　計

370,200
7,693,829
1,503,060
480,000

145
160

11,350,976
21,398,370

事業費支出
事務費支出
事業区分間繰入金支出
　　　　合　　　　　　　計

216,768
8,115,922
1,683,474
10,016,164

※収入合計（202,852,011円）から支出合計（147,756,857円）
を差し引いた当期末支払資金残高 55,095,154 円は令和３年
度に繰越させていただきました。

※収入合計（21,398,370 円）から支出合計（10,016,164 円）
を差し引いた当期末支払資金残高 11,382,206 円は令和２年
度に繰越させていただきました。

内　　　　　　　容

合　　　　　　計

決　　算　　額

柳井市総合福祉センター設置運営のために
成年後見事業のために

9,056,055
960,109

10,016,164合　　　　　　計

支　出 単位：円

人件費支出（本部）
人件費支出（介護事業）
人件費支出（平郡）
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出
設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
　　　　合　　　　　計

48,484,652
36,330,440
18,232,536
15,613,081
11,049,446
2,742,000
2,339,749
1,012,100
41,856
840,000
561,880

1,188,000
5,000,000
3,071,903
1,249,214

147,756,857
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地域見守り活動 地域見守り型配食サービス
（老人給食）の協力

ふれあいいきいきサロンの担い手

　必要に応じて見守りや安否確認
などの訪問活動。日常生活のなか
で、ご高齢の方等への話し相手や
相談相手になっていただき、関係
者につなぐ役割を担っています。

　担い手として、ふれあいいきい
きサロンに参加し、地域住民の「出
会いの場づくり」「仲間づくりの
場」の活動に協力しています。

　調理や買い物が困難で見守りが
必要とされる方に対して、定期的
にお弁当を提供する事業に協力し
ています。

３．活動事例

２．福祉員の役割・活動

１．福祉員とは

　福祉員は、地域住民の皆さんから選出され、柳井市社会福祉協議会会長から委嘱を受
けて活動するボランティアです。地域福祉活動の推進者として、近隣住民の皆さんに働
きかけたり、民生児童委員やボランティアなどと協力して地域の福祉問題を発見し、解
決する「担い手」としての役割が期待されています。

　地域の中で手助けを必要としている人や気がかりな人を対象とし、「あいさつ」や「声
掛け」、「生活の様子を気にかける」などといった見守り活動をお願いしています。

福祉員 気になる人

相談・
情報共有

見守り活動の基本的なスタイル

民生委員・児童委員、自治会長、
社会福祉協議会などの関係者に相談する。
情報を共有し、日常生活の中で見守る。

地域で気になる人がいる

地域福祉活動のパイプ役 身近な福祉員さん地域福祉活動のパイプ役 身近な福祉員さん
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やないファミリー・サポート・センターからのお知らせ

地域福祉権利擁護事業のご案内
日常生活上の判断能力に不安があり、

            こんなことでお困りではないですか？

福祉サービス
の手続きが
わからない

計画的にお金を
使いたいけど
うまくいかない

通帳などを
置いた場所を
忘れてしまった

・福祉サービス利用援助　：福祉サービス利用についてのご相談をお受けします。
・日常的金銭管理サービス：生活に必要なお金の管理をお手伝いします。
　　　　　　　　　　　　　（１回１時間程度1,870円の利用料が必要です。）
・書類等預かりサービス　：書類や印鑑などを安全な場所（金融機関の貸金庫）でお預かりします。
　　　　　　　　　　　　　　（年間4,200円の利用料が必要です。）

ご利用いただけるサービス

（担当：泉本）にご相談ください。お困りの時は 柳井市社会福祉協議会 22-3800
※対象者は本事業の内容を理解し、利用したいという意思がある方です。
    ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

やないファミリー・サポート・センターからのお知らせ

　柳井市総合福祉センターにおいて、下記の通り講習会等を開催する予定です。
会員でない方でもご参加いただけます。事前に電話での予約が必要ですのでご注意ください。

講習会（１０：００～１１：４５）

おしゃべりサロン（１０：００～１１：３０）

交流会（１０：００～１１：４５）

　９月１５日（水）

１２月　１日（水）

　７月２１日（水）
１０月２０日（水）
　１月１９日（水）

•

•

•
•
•

： 乳幼児と児童に対する救急法指導とAEDの使い方

： 子供の事故・病気について、ストレッチ・リンパマッサージ

：フラワーブーケ作り
： 音楽でリラックス　～ミュージック・ケア～
： エプロンシアター

やないファミリー・サポート・センター　☎0820－23－0668
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お礼とお知らせお礼とお知らせ
皆さまよりあたたかい善意をお寄せいただきました。ここに厚くお礼申し上げます。

令和３年３月１日～令和３年５月末（順不同・敬称略）

河嶋　一豊　（御母堂　河嶋セツ子　様）［伊保庄］
藤坂　和子　（御主人　藤坂　元啓　様）［柳　井］
芦岡　啓子　（御母堂　芦岡　愛子　様）［新　庄］

香典返し・玉串料返しの部
沢　　智教 １口 中村　茂夫 １口
芦岡　啓子 １口 山本　郁枝 １口 
若葉保育園 １口
新庄保育園 １口
羽仁保育園 ３口
特定非営利活動法人　一粒の麦　１口

特別会費　（１口：3,000円）

あとがき　　　　　　　　   日本で初の新型コロナウイルス感
染者が確認されて約１年半。波のように流行を繰り
返し、変異株ウイルスも発生し不安が募りますが、
ワクチン接種が開始され、状況は少しずつ良くなる
ように思います。新しい生活様式に慣れ、感染しない・
させないよう、慎重に行動し、皆様と一緒にこの時
期を乗り越えていきたいと思います。（嬉 静恵）

編集・発行

特別養護老人ホーム　松風苑
デイサービスセンター　松風苑
松風苑居宅介護支援事業所

千寿会の基本理念

一般寄付の部 
柳井観謡会 25,150 円
田原　度子 30,000 円
藤本ノブ子 紙おむつ・パッド

新しい職員のご紹介
訪問介護事業所 居宅介護支援事業所

濱本　綾子
　過去は変える事はでき
ない。受容は時間が必要。
一瞬先の未来のために、
一瞬前の過去を後悔しな
いように。嬉しいこと、
辛いこと、全て生きてい

るから感じられる。自分を育ててくれた環境
と人たちの教えを身にまとい、大切な命とこ
れからも向きあっていきたいと思います。

永木 香代子
　４月より介護
支援専門員とし
て入職しました
永木です。これ
から１つずつ勉
強と経験を重ね、

地域福祉に少しでも貢献ができるよ
う頑張りたいと思います。

網本　寛人
　４月より入職
しました網本で
す。趣味として
料理を少々やっ
ています。柳井
地域の皆様のお

役に少しでも立てるよう誠心誠意
努めてまいります。宜しくお願い
いたします。
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